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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「みんなが会長」～奉仕クラブは誰のためか～

●8月在籍者46名

●8月月間メイキャップ者数
●8月月間出席率

0名
67.3％

●BFポイント
7月分

8月分
8月分

切手 pt 累計 pt
現金 円 累計 円

円
円

●ニコニコ 円 累計
●ファンド 円

7,000
0

0
0

17,000
0

0
0

累計

DATA OF AUGUST 9月の強調テーマ

Menettes

 メネットの優しさ、思いやりをワ
イズ活動に活かしましょう。皆さまの勇気
でクラブが、社会が、変わります。そして
世界も！

吉本典子メネット事業主任
(熊本ジェーンズクラブ)

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
33名
0名
0名
2名
0名

第２例会
0名
0名
0名
0名
0名
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会　長 President 天根静也／Shizuya Amane
副会長 VicePresident 佐々木貫二／kanji Sasaki・木下敬悟／Keigo Kinoshita
書　記 Secretary 中村誠司／Seiji Nakamura・廣部仁太郎／Nitarou Hirobe
会　計 Accountant 井上英也／Hideya Inoue・小田竜也／Tatsuya Oda

☆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）
古田 裕和（京都トゥービー）
主　題：「Let’s do it now!」
副　題：「2022に向け誇りを持って
　　　　All is well.」

☆京都部部長
 中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり」
　～出会いから全てが始まる～ 』　

ルカによる福音書21章1節～4節

昨今コロナ禍を生きる、苦悩する、深刻化する世の中で皆さんいかが
お過ごしでしょうか⁈
少し副会長らしく入らせていただきましたが、前期後半から今期現在
も仕事、プライベート、そしてワイズ活動においても思うように活動行動
が発揮できない状況ぐ続いています。
今期役員として、三役会、役員会の議案にしても必ず今後の活動につ
いての質問、報告が出ます。意見も継続し続ける、一旦中止すると様々
あり会長を始め三役共々苦悩しております。
私の意見ですが、私は一旦中止した方が良いと考えております。クラ
ブ活動において色々な方々との交流やボランティア活動をしています
が1番身近の家族であったりウイングメンバーをまずはコロナから守る
ことが一番大事だと考えておりますし、それができ周りの方々を支援す
る活動へと続くと思います。
ウイングクラブにとって今だからこそ出来ること、見直しできる事を考
えていける良い時間だと思い、これからの日々を過ごせていけばと会長
共々考えます。
ウイングクラブ活動をおいて新しく入会されたメンバーたちも増えフ
レッシュ感、勢いも増し、ベテラン勢との一体感もあります。第４．第5世
代の始まりに向けてワーク、会則の見直しなども考える良い時間だと今
期考えてますので天根会長をみなさんこれからも盛り上げていただきた
いと思いますし私たち役員も楽しい３４期の土台となり頑張っていきた
いと思います。
どうぞ天根会長をよろしくお願い申し上げます。

副会長　佐々木　貫ニ
副会長として今期思うこと

イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そし
て、ある貧しいやもめがレプトン銅貨二枚を入れるのを見て、言われた。「確かに
言っておくが、この貧しいやもめは、だれよりもたくさん入れた。あの金持ちたち
は皆、有り余る中から献金したが、この人は、乏しい中から持っている生活費を全
部入れたからである。」
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8月の例会
【第一例会】参加者：メンバー33名、ゲスト2名

日時：8月6日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会：北川ワイズ　
プログラム：ゲストスピーチ「食中毒について
　　　　　　～病原菌についてと予防対策の話～」
　　　　　　宇治徳洲会病院
　　　　　　　　　　　臨床検査科　森雅浩様

前回の納涼例会ド忘れ欠席を謝罪する会長の挨
拶から例会が始まりました。
メインプログラムは、食中毒と感染症についての
公園を宇治徳洲会病院の森先生にご講演頂きまし
た。例会のテーブル配置や換気に対する厳しいご指
摘もありました。
食中毒の原因菌のカンピロバクターやノロウイル
スの対策は　「付けない、増やさない、殺す（加熱）」
が大事であるということを伺いました。そして新型コ
ロナウイルス感染症について、抗体検査は今の所、
信頼度が低い事や、サイトカインストーム等の重症
化の危険性について学びました。時節柄、メンバー
からも質問が相次ぎ、活発な例会となりました。
再び感染者が急増し、例会の開催も危ぶまれる状
況ですが、メンバーの皆さん一致団結してこの大波
を乗り切りましょう。　（中村裕一）

年度が替わり、さあこれから！というときにまた
もや休会。これはもう致し方なく、当然30年以
上の在籍で初めてであり、年齢的にあと数年の
在籍であろうが、これからも体験することもない
であろう。
例会運営プログラム的にもゲストスピーカーを
お願いすることもできず、例会再開に至っても、
しばらくはメンバー手作り感満載の例会になっ
てくるのであろうか？まあそれも考え方によって
は良ととらえられる面もあるのではないか？そ
れとも治験的に安全な治療薬・ワクチンができ
るまで、一斉休会にするのも排除できない選択
肢ではある。
森本直前会長もそうだったように、天根会長は
じめ三役・役員の方々の苦難も相当であろうと
思われる。私であればいち早く逃げ出してたで
あろう。これからも手探り状態の運営を余儀な
くされると想像するが、陰ながら応援いたしま
す。
ここで一案。例会再開までは合計4～5回は休
会するであろうが、今回は食事代を返却せず、
再開時その費用でPCR検査例会を開催。濃厚
接触者でない以上自費検査となるので、それで
安心を買うのも悪くないと思うのだが…？まあ
異論のある方は聞き流してくださいませ。

「今のウイングクラブに思うこと」

武村松一

第2例会はコロナのため中止となりました。
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８月の第二例会がコロナ第二波の影響を鑑み
て取りやめになり役員会毎に今後の例会開催
を検討する事になりました。社会情勢を考えれ
ば当然の方策ですが正直寂しい気持ちと悔し
い気持ちが入り混じっています。
第一波の例会開催見送り開けの引継例会、キ
ックオフと７月第二、８月第一と４回の例会が
開催されました。もちろんこの状況下ですので
出席を控えられたメンバーもおられましたが、
たくさんの見慣れた元気な顔をみて勇気を分
けて貰えた！そんな気持ちになりました。
定期的に開催されて来た例会やワークの中で
自然と交わされる挨拶や会話でのコミュニケー
ションが安心感を与え日常の活力になってい
たのだと改めて感じさせられました。
先日ZOOMにて役員会が行われましたが顔は
画面に映っているものの、その場に居ない感じ
は拭えず積極的な意見交換には至らなかった
感じがしました。
　ウイングクラブの現状としてコロナによる退
会者が出ていない状況に胸を撫でおろしてい
ますが、やはりこういう状況でこそのワイズメン
ズクラブとしての在り方を考える必要があると
思います。先日の役員会でも話題に出ていまし
たが、せっかく馴染みかけていた入会歴の浅い
メンバーにとって間が開いてしまうのがとても
残念だと。
ウイングの中での最小規模の組織が委員会で
すのでその中で委員長並びにベテランメンバ
ーが新人メンバーをフォローしながらこの状況
下を打開して晴れて例会でみんなで顔を合わ
せられる日を迎えたいと思います。
ウイングクラブ、ワンチームで乗り切りましょう！

「今のウイングクラブに思うこと」

中村誠司

ワイズの活動がとっても楽しいがため、本来自
己改善の訓練の場としてあるべきワイズやＹ
ＭＣＡの諸行事が、母親の子宮に似てとっても
暖かい居心地のいい環境となり、敢えて面倒な
自己改善やワイズやＹＭＣＡの本質を理解す
ることを怠りがちではないでしょうか。
メンバーはそれぞれ生まれ育った環境が異な
ります。又異業種の集まりであることから、発想
の方法、考え方、実行の仕方、人との接し方等々
に違いが生じます。その違いを認め、ある時は
主張し、妥協し、意見の調整をし、他者からの影
響を受け、偏った自らの考え方、行動の方法を
修正し、自らを高めていきます。これが自己改善
です。
ワイズメンズクラブの憲法は、「イエスキリスト
の教えに基づき活発な奉仕活動を通じて全人
類のためによりよき世界を築くべく尽力するも
のであり」とか「イエス・キリストに示された愛と
奉仕の生き方を学びつつ、共に生きる社会の
構築を目指す」という精神制の非常に高いもの
を目指しています。
ワイズメンズクラブが他の奉仕クラブと異なる
ところは、精神性の高い目標とクラブ活動を通
じて、自己改善の機会を与えられている点なの
です。素晴らしいことですね。
とはいいつつ、日常生活の中で仕事のこと、家
庭のこと、その他自分自身を取り巻くいろいろ
な環境の中で、到底このような精神性の高い目
標に向かって考え、行動することは無理なよう
に思われます。
そのためワイズメンにはこの精神制の高い思
考や行動を習慣化するために、クラブやＹＭＣ
Ａの定期的な行事に参加することを義務づけ
ているのです。定期的な行事に参加することに
よって思考や行動に影響を与え、習慣化され、
自己改善の機会を得、愛と奉仕の生き方を学
びつつ、共に生きる社会の実現に近づけるので
はないでしょうか。

「例会のないウイング」

中島敬泰

新型コロナの影響でクラブ例会のないウイング。
さて、この精神性の高い目標や自己改善をどの
ようにして補っていくのでしょうか。



山岸 裕明・モトエ夫妻 　　9月2日
山岸　裕明・モトエ　9月2日
もしかして３０年かもです。（２９年かな～？）取りあえずよく
続いたもんですね～。
最近はあまり会話も御座いませんが、仕事も親との同居も大
変な家に嫁いだと思ってると思います。
餃子とビールでご機嫌とって、嫁さんにはもうひとふん張り頑
張ってもらいます。（笑）

田中 富基・博子夫妻 　　9月20日
社内結婚と言う昭和な出逢いから約40年経ちました。子供達
も巣立ち、2人とネコ1匹で雲雀丘で楽しく暮らしています。自
宅は阪急の駅から徒歩5分の線路沿いで向いに雲雀学園が
あるので、目の前に十分な空間が確保出来ていて、その広い
庭?のおかげで、合唱と言う共通の趣味の宝塚ゾリステンの練
習が存分に出来て満足しています。10月野外コンサートやり
ます!

Happy Anniversary

Happy Birthday
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森本 智子 9月12日
今年の10月に初孫が産まれる予定です。無事にこの世に生を
受けることを日々祈っております。コロナウィルスの拡がりで、
政治的にも経済的にも不安定な世の中ではありますが、産ま
れてくる孫にとっては、生きること、生き抜くことが大切だと考
えております。
暑い日が続いておりますが、お体ををご自愛下さいますよう。
いつもありがとうございます。

奥村 賢三 9月15日
人生50年と言われたのは昔の話、今は100歳の長寿の人がふ
えています。何度も大病で死にかけた私は、まだ生きています。
でも年々もの忘れがひどくなり、体も思うように動かなくなり、
視力は低下してまいりました。あと何年生きられるのか分かり
ませんが、まだまだ現役で仕事に励みます。
皆様、これからも宜しくお付き合いお願い申し上げます。　ワ
ッハッハッハッハッ!!!

本多 悠佑 9月29日
9月29日で38歳になります。もうアラフォーなんですね～自分
でもビックリです！
今年はコロナ禍で皆さんにとっても色々考えさせられる年に
なったのではないかと思います、私もその中の1人です。出口
の見えない事を考えていても仕方ないので誕生日は29日【肉
の日】なので肉でも喰らって色々吹き飛ばしたいと思います。
皆さん38歳の私をよろしくお願い致します。

 1日（木） 第一例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
 8日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
15日（木） 第二例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
 ウィズキッズ病院コンサート
  　　　 
  　 　　　 

9月・10月の予定

10月の予定
  3日（木） 第一例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス
  6日（日） リトセン秋季準備ワーク 9時～  リトリートセンター
10日（木） 役員会　 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
17日（木） 第二例会： 19時～ Ｈ日航プリンセス

9月の予定

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。

YMCA NEWS :
１. 活動継続支援寄付金のお願い

２．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科　
　　オープンキャンパスのお知らせ

３．ＹＭＣＡ三条保育園入園希望者説明会のお知らせ

京都ＹＭＣＡでは、新しい生活様式を取り入れながら、地域で
暮らす子どもからご高齢の方、そして留学生、一人
でもたくさんの人に、より良い学び・体験・つながりの場を提供
すべく、活動に取り組んでいます。既に多くのワ
イズメンに個人や会社の名義、クラブ単位等でご協力いただいて
いますが、まだという方は活動を継続していくための寄付金にみ
なさまのご支援・ご協力をお願いいたします。
振込先：（京都銀行 本店）普通口座　721365　
　　　　　京都ＹＭＣＡ（キョウトワイエムシーエー）
　　　　 （ゆうちょ銀行）郵便振替　01030-6-733　
　　　　　京都ＹＭＣＡ　ザイ）キョウトワイエムシーエー

日時：９月２６日（土）午前１０時～１２時　
　　　癒しの技術　ハンドケア
場所：京都ＹＭＣＡ
申込：参加ご希望の方は、お電話にてお申し込みください。
Tel： 075-255-3287

日時：　１１月２１日（土）午前１０時～１１時３０分 
※９月、１０月の説明会は定員に達しましたので締め切りました。
場所：京都ＹＭＣＡ 
申込：参加ご希望の方は、 お電話もしくはメールにてお申し込み
ください。
Tel： 075-254-8131 　
E-mail： hoikuen@kyotoymca.org


