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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「COR Eになる時　それは今」

●12月在籍者45名

●12月月間メイキャップ者数
●12月月間出席率 91.4％
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DATA OF OCTOBER 1月の強調テーマ

IBC・DBC
ＴＯＦ・Ｃ Ｓ・ Ｆ Ｆ 身近なボランティア､
献金に協力をおねがいいたします。

渡壁十郎地域奉仕･環境事業主任
（長浜ｸﾗﾌﾞ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
34名
6名
0名
38名
0名

第２例会
42名
19名
18名
18名
0名

2020. 1
Vol.391

“あっという間に…。”というフレーズを、この年になるにしたがい、よく
耳にします、しかし、僕にとってウイングクラブ33期は、ある意味“あっ
という間に…。”というものではありませんでした。
それは新メンバーが入会したり、メンバーが天国に旅立ったりと出

会いと別れという感慨深い半年でありました。
僕はね、常々、思っていることがあるんですよ。それは今、起こってい

ることも、これから起こりうることも、すべて自分にとって必然としている
糧ではないのかと…。そしてそれはすべて必然であり偶然ではない、
そして避けては通れない、でも自分自身の力で克服できる事象だと思
っております。
こうやって原稿を書くときも、僕はメンバー1人1人に何かを伝えなけ

ればならないと思っております。
メンバーに感動や感銘を伝え、今落ち込んでいるメンバーや、今悲し

んでいるメンバーにはより熱いメッセージを発信していきたいと思い
ます。
あと半年、このウイングクラブの活性化の為に頑張れるようにこの僕

に御支援下さい。
最後にメンバーの皆さん、そしてその家族の方々がこれから末長く

充実した、幸せな日々が過ごせます様に…。
お祈り致します。

会　長 President 森本賴和／Yorikazu Morimoto
副会長 VicePresident 今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
書　記 Secretary 木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori 
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

会長　森本賴和
☆国際会長（IP）
Jennifer Jones(オーストラリア)
主　題： "Building today for a better
               tomorrow"
 “より良い明日のために今日を築く”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "On the MOVE!!"
 “さあ動こう!!”

☆アジア地域会長 （日本）
田中 博之（東京多摩みなみ）
主　題： "Action!"
 “アクション！”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "With Pride and Pleasure"
 “誇りと喜びをもって”

☆西日本区理事（RD）
戸所 岩雄（彦根シャトー）
主　題：「未来に残すべきものを守り育てる」
副　題：「めぐり逢う一筋の光」

☆京都部部長
島田博司（京都ウエスト）
『限界を超えろ！
　～　Y’s Power？ No Limit！～ 』　

「半期を終えて」

今月の聖句「ルカによる福音書17章7節～10節」は、4pをご覧ください
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12月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー34名、メネット6名
　                  ゲスト38名

【第二例会】
　参加者：メンバー38名、メネット24名
　                  コメット20名、ゲスト9名

日時：12月5日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会　山岸裕明
プログラム：「中西康晴ワイズ追悼例会」

日時：12月15日(日)18:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会　山岸裕明
プログラム：クリスマス例会

10月24日未明に突然私たちのもとから天国に旅立たれた中
西康晴さんを偲び、急遽、第1例会を追悼例会として中西さん
の奥様、ご子息とその奥様、京都部9クラブからの出席を含む
41名のゲストにお越しいただいて総勢80名以上の出席者で
開かれました。
冒頭、中西さんと言えば「うぃっす！」ということで、森本会長も
それに合わせて挨拶され、中西さんを皆で明るく偲びたいとい
う会長の思いが伝わる挨拶からスタートしました。そして、奥様
から皆さんに向けてメッセージをいただきました。ご家族から
の視点での中西さんのお話は、とても新鮮で、そして、私たちの
見えないところでも中西さんがワイズメンズクラブの活動への
熱い思いをもって過ごされていたことが伝わってきました。
メインプログラムでは6名の方に中西さんにまつわるお話を語
っていただきました。加藤ＹＭＣＡ総主事、白百合会の楠本浩
子さんのお二人はＹＭＣＡや白百合会での中西さんの尊い
お働きを中心に話され、ウェルクラブ中村隆司さんはクラブを
越えたお付き合いの中でのエピソード、武村ワイズはお二人
にとっては恒例の例会前のひと時のお話、石田ワイズはお二
人の出会いから鳥人間コンテストでの思い出、最後に私にも
機会を与えていただきましたので、青い空と白い雲のキャンプ
やサバエキャンプ場での思い出を話させていただきました。ま
た、韓国は金浦クラブ、めいぷるクラブの福山ワイズ、トゥービ
ークラブの国松ワイズから届けられた電報メッセージも披露さ
れ、中西さんへの国を越えた、クラブを越えた関係の広さと信
頼の厚さを改めて感じさせられました。また、ご子息の彬さん
にもお話をいただきました。涙ぐみながら、それでもきちんと思
いを伝えてくださった彬さんのお話は、中西さんを思い出させ
る素敵な時間となりました。最後に、会長たっての思いから、そ
の場にいた80名みんなでＹＭＣＡソングの代わりに、中西さ
んに向けて「涙そうそう」を合唱し、閉会となりました。
以上、謹んで、そして中西さんに感謝して報告させていただき
ます。（中村彰利）

今年のクリスマス例会はドライバー委員として企画から参加さ
せて頂きました。
メインの出し物である紅白に分かれての対決合戦は、企画の
時から真剣にやってもらわなければしらけてしまうという山岸
委員長の言葉通りに各メンバーの方々が真剣に出し物をして
下さいました。
中でも井上ワイズの暗記するという決意で挑まれた「いい日旅
立ち」、山田ファミリーと今村ファミリーのファミリー対抗歌合
戦はちゃんと練習をしなければ出来ない完成度で練習して真
剣に取り組めば周りの人間は感動するもの。という場面をみせ
てもらいました。
終了後メンバーの皆さんからウイングらしくて良いクリスマス
例会やったという声を聴いたので私自身もそう思いますし、ウ
イングならではの心温かい例会でした。（小田竜哉）
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12月の事業参加

市民クリスマス

日時：12月20日（金）場所：三条YMCA

マリアの会クリスマス会

日時：12月15日（日）場所：日航プリンセス京都

京大病院秋祭りサポート

日時：12月3日（火）場所：京大病院

（松井敏文Y ’ s）

12月3日に京大病院にてこどもまつりのサポートをしました。
射的やスマートボール、風船などをウイングメンバーが行いま
した。
特に今回は山内Ysの作ったアンパンマンの風船が人気でした。
短い時間でしたが、子どもたちの笑顔を見れてとても良かった
です。（青倉国士）

マリアの会クリスマス会に初めて参加してきました。利用者の
皆さんがこの日のために、踊りや司会の練習をしてこられ、一
生懸命ハツラツと発表された姿は本当に素晴らしく、感動しま
した。毎年ベストドレッサー賞を2名、特別賞1名を決めて表彰
をしているのですが、どなたに決めるか松島ワイズが大変苦慮
されていたこともよくわかりました。冒頭のご挨拶では中西ワイ
ズのお話にも触れられ、利用者さんが涙する場面も。中西ワイ
ズがいかに深く貢献してこられたかが伝わってき、これからは
私達が中西ワイズの「最上級の笑顔」を引き継いで頑張ってい
かねばと思いを新たにしました。また岸本ワイズ、西沢ワイズ
も歌を披露され、大変賑やかなクリスマス会となりました。（廣
部仁太郎）

12月20日に三条ＹＭＣＡにて市民クリスマスが行なわれま
した。
京都ノートルダム女子大学の生徒さんのハンドベルの演奏で
始まり最後は街に繰り出します。
外はとても寒かったですが、大きな声を出して歌ったので体は
暖かくなりました。（青倉国士）



佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日
今年、22回目のアニバーサリーとなります。
結婚当時は私くし26歳、メネット23歳とまだ若く、仕事は
転職したばかり、また長男もお腹の中にいたということもあり、
時間もお金も少なく、不安がいっぱいだったことを懐かしく
思いだします。最近では、家族が4人が各々健康で、自由な
時間を過ごせていることに、日々感謝をしております。

吉岡 毅・かおり 夫妻 1月25日
12年目の記念日を迎えます。この原稿で記念日を思い出しま
す。何事も懸命に頑張ってくれていることに感謝しています。

奥田 健登 1月27日
あっという間に時が過ぎ、ウィングでの二度目のバースデーを
迎えました。
様々なことを経験した中で自分の力不足を痛感することも多
かったですが、今年は、とうとう２０代が終わり30歳！若さに甘
えず、よりモチベーション高くし、活動に取り組んでいきます。
 

北川 明美　1月26日
また、歳が増えると思うと辛くなります。
毎年のことですが健康と若さを保って頑張っていきたいと思
います。みなさんよろしくお願いいたします。

谷口 紗知子 1月19日
水口に引っ越して1年4か月…  近所の人達と交流もでき、なん
となく慣れて来た気がする今日この頃^o^
お父さんと出かける範囲が水口拠点なので、京都にいた時に
は行く事がなかった所にいっぱい行けるようになった??
今年もいろんな所連れて行ってね?(^｡^)

中村 裕一　1月4日
１月４日で５５歳、遂にアラ還になってしまいました。
年末に伏見稲荷大社前でコンビニも無事オープンすることが
出来、一安心です。
今年は不景気になりそうなので企業防衛備えます。健康第一
で過ごしたいと思います。

小田 竜哉　1月4日
今年で44才になります。
仕事でのたち位置も代わり責任ある立場になってきてるので
しっかりコツコツやっていこうと思います。

岡山 聡　1月5日
1月5日で３７歳になります。1月例会までには、第1子の出産
も終え家族が増えているはずなので、
家族や周りの方々に感謝して仕事に活動に努力していきたい
と思います。
よろしくお願いします。

井上 英也 1月8日
満76才になります。田舎の同窓会の喜寿記念で樫原神宮へお
参りしました。
そんな歳という感覚はありませんが、ぼちぼち自覚した方が良
いかなとも思っています。

余 東達　1月15日
小学2年生の娘が最近、外ではパパと手を繋ぐのが恥ずかし
いと言って繋いでくれません。
3歳の息子がウルトラマンごっこ遊びに夢中で、私の顔に向け
てパンチを浴びせてきます。
3歳と云えどグーパンチは中々痛いです。
長生きしたいので　タバコを止めました。
そんな47歳です。
今年もよろしくお願いします。

亀井 剛　1月17日
75歳。名実ともに老人の域に入りました。思い返せば、本当に
いろいろなことがありました。
が、それらはすべて今この時のために備えられてきたように感
じられます。残された時を与えられている課題に取り組んでい
ければと願っています。

Happy Birthday

 6日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～　 Ｈ日航プリンセス
13日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
20日（木） 第二例会：TOF例会  19時～ マナホール
23日（日） CSチャリティボウリング 15時～ ラウンド１河原町
 

  9日（木） 第一例会：新年例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
16日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
23日（木） 第二例会：半期総会 19時～ Ｈ日航プリンセス

1月・2月の予定
2月の予定1月の予定

Happy Anniversary
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バースデー・アニバーサリーは、

メンバーのみの公開となります。

今月の聖句「コレヘトの言葉　7章10節～14節」
知恵は遺産に劣らず良いもの。日の光を見る者の役に
立つ。
知恵の陰に宿れば銀の陰に宿る、というが／知っておく
がよい／知恵はその持ち主に命を与える、と。
神の御業を見よ。神が曲げたものを、誰が直しえようか。
順境には楽しめ、逆境にはこう考えよ／人が未来につい
て無知であるようにと／神はこの両者を併せ造られた、
と。

編集後記　　森本会長の期も半期が過ぎました。日本は2020年東京オリンピックに盛り上がっています。ウイングは森本会長
後半期、皆で盛り上がって行きましょう。良い一年になる様に頑張りましょう。（青倉）


