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評価と引継ぎ
自分自身の成長のため、クラブの発展のた
め、個人やクラブで立てた目標に対する評
価の時間を必ず作りましょう。その時間を
有意義な時間にすることが今後の成長や発
展のためには不可欠です。

古田裕和理事（京都トゥービークラブ）
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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～ 』　

★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～
今月の聖句「ルカによる福音書　21章1～4節」は、
4pをご覧ください

あと1か月で私の任期が終わろうとしています。
前期に続いてのコロナ禍で、例会の中止から始まり、いろんなワークやイベ
ントの中止も余儀なくされました。三役や委員長さんも不完全燃焼の1年だ
ったと思います。しかし、三役や委員長はこれからもリベンジの機会はありま
す。その点、会長期というのはウイングクラブでは一生に一度の経験です。
クラブに入って約10年。いろいろな会長の姿を見て自分なりの会長像を思
い描きながらこの1年間を過ごしてまいりました。出番が少ないという意味
では不完全燃焼の1年に見えたかもしれませんが、僕自身はこの会長期を
十分満喫することができました。
会長主題では「みんなが会長」というテーマを掲げさせていただきましたが、
この1年間を通して「やっぱり私が会長なんだ。」という体験を沢山させてい
ただいたと思います。
会長という立場には、三役や委員長とは全然違う経験と満足感が待ち構え
ていました。これは本当に自分の人生において大きな糧となりました。
奉仕クラブとしては次期もなかなか難しい状況が続くと思いますが、直前会
長として木下期を盛り上げてきたいと思っています。
三役・委員長さんの活躍はもちろんですが、メンバーの一人ひとりの存在の
おかげてこのクラブは成り立っていることもあたらめて痛感しました。
自分の50年の人生の本当に素敵なプレゼントになりました。
1年間どうもありがとうございました。

「私が会長」
天根静也
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１年を振り返って

本多　悠佑　Ｙサ委員長

　1年間 Yサ委員長をさせて頂きましてその思い出をこ
こに書きたいと思います。
思い返すと入会して 7年だと思いますがその間に 3度 Y
サ委員会に所属させて頂きました。
Yサ委員会はワイズメンズクラブの肝の委員会だという
のにこの 1年間はほぼ活動休止状態でした。本当に悔し
いですし不完全燃焼の 34 期でした。リーダー達も色々
考えていた活動が思い通りに出来ず私には想像も出来な
い程の悔しい思いをしたのだと思います。
 次期も三役という形で自身 4度目の Yサ委員会を盛り
上げ、岡山委員長を支えて参りたいと思っておりますの
でよろしくお願い致します。1年間ありがとうございま
した。

山内　達也　地域奉仕委員長

　今期を振り返ると、不完全燃焼です。メンバーの皆も
同じだと思いますが、特に地域奉仕（CS）委員長の私
としては、メンバー（特に新人メンバー）とで、長年に
わたってサポートしているリ・ブラン中京様や成望館様
のバザー、ふれあい祭りの支援をさせて頂きたかったの
ですが・・・コロナめ！！今期は、両施設様には、支援
金 10 万円をお渡しする形にさせて頂きました。ウイン

佐々木　貫二　副会長

　まずはこの一年、役員として活動をして頂いた方々あ
りがとうございました。コロナに振り回されるご時世の
中、企画、スケジュールも変更が何度も行われ、通常時
に比べ地味に疲労感があったと思います。特に精神面で
コロナだし楽も出来ますが、しかし毎年あった企画、行
事、毎年会えたあの人この人どうしてるかなっと不安、
心配もたくさんお持ちになられたと感じます。ご苦労様
でした。メンバー共なかなか会うことも出来ずクラブと
しての大きな活動は出来ませんでしたが天根会長の方針
の一つでもある 1人 1人が会長と言う気持ちを持ち個々
に活動して頂いたと思います。未だこういったご時世が
続くと思われますが無理せずに頑張っていきましょう。
ありがとうございました。

木下　敬悟　副会長

　前期後半から続く新型コロナの流行により例年の三分
の一くらいしか事業が行えなかった。西日本区・京都部
から事業依頼のメールが来た数日後に中止・延期のメー
ルが届くのが続きました。とても手ごたえがなく、過ぎ
るのが速く感じられた一年だった。天根会長が、熱心に
事業に取り組む姿を見て自分の会長期のイメージをふく
らまして、勢い付けて挑むイメージをしていたのですが、
事業自体が行われずイメージ付けることが出来なかっ
た。来期もイレギュラーな日程になることが予想されま
すが、今期の会長主題の「みんなが会長」でこの難局を
乗り越えましょう。

中村　誠司　書記

　天根会長期、私にとって 3度目の書記がコロナ禍に始
まりコロナ禍に終わりを迎えます。本当に先を見越せな
いままただただ時間が流れていった一年という印象で
す。予定を立てにくい状況下でどう計画を立てて行くか
に頭を悩ませ決定した事もコロナの影響で実行できない
一年になってしまいましたが、内部書記の役割を担って
下さった廣部書記は二転三転する状況下でメンバーへの
情報提供に抜かりなく対応して下さったのがとても安心
感を持って見ていられました。廣部さんの益々の活躍に
期待しています！

廣部　仁太郎　書記

　今期、書記を仰せつかり、まだ未熟ながらとにかく頑
張ろうと努めてまいりました。思った以上に多岐にわた
る作業内容で、失敗をしてご迷惑をかけないかといつも
ヒヤヒヤでしたが、新型コロナの影響で多くの事業や例
会が中止になり、作業量としては例年に比べて少なかっ
たと思います。ただ例年とは異なり、例会開催の判断が
ギリギリになる等、イレギュラーな事案に対応するのに
神経を使うこともあり、正直なんとか乗り切れたという

井上　英也　会計

　今期はコロナに始まりコロナに終わってしまいまし
た。天根会長にとってはとても残念で不本意な年になっ
たこととお察しします。またドライバーの皆様は例会運
営も儘ならない状況下 zoome 例外等いろいろ工夫して
頂いたと思います。メンバー間のコミュニケーションが
取りにくかった事、業種によって経営的に厳しいにもか
かわらず退会者が無かったことは喜ばしい限りです。
三役としてはこれといって何も出来ませんでしたが会計
の仕事としては何の問題も無く次期に引き継ぐことが出
来る予定です。ありがとうございました。

達成感が募っております。皆様のおかげで 1年間の勤め
を全うできそうです。ありがとうございました。

小田　竜哉　会計

　今回会計を初めてさせて頂きましたが一年間でこれだ
けのお金が動いてるクラブだということを改めて認識す
る事ができました。お金の出し入れや計算等ほぼ井上ワ
イズにおんぶに抱っこ状態で報告書の打ち込みや資料作
りしかやってませんでした。周りの三役の方からは「お
前何もやってない！」と怒られると思いますが初めて三
役を経験して天根会長の発信のもと三役で方向性を決め
てそれを各委員長に託し一年間のウイングが出来上がる
という事を間近で見させて頂きました。感謝です。

グクラブの意向を先方様にお伝えすると「大変なのは、
皆様も同じなのに、心温かいご配慮、ウイングさんだけ
です」と謙虚に喜んで頂き、唯一の地域奉仕活動でし
た？！ 早く通常の日常に戻って、ウイングライフを今
期の分を含めて来期に楽しみを 2倍に！！
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山内　達也　地域奉仕委員長

　今期を振り返ると、不完全燃焼です。メンバーの皆も
同じだと思いますが、特に地域奉仕（CS）委員長の私
としては、メンバー（特に新人メンバー）とで、長年に
わたってサポートしているリ・ブラン中京様や成望館様
のバザー、ふれあい祭りの支援をさせて頂きたかったの
ですが・・・コロナめ！！今期は、両施設様には、支援
金 10 万円をお渡しする形にさせて頂きました。ウイン

奥田　健登　ＥＭＣ委員長

　あっという間の一年でした。世間同様新型ウイルスに
振り回され、自社の業務もままならない中での、委員長
襲名でしたので、しっかり務められるか、不安に思いな
がらのスタートでした。実際メンバーを増やすことや、
ＥＭＣアワーでも実績も残せず、この一年で自分の無力
さを痛感する事にもなりました。しかしそんな中でも、
委員会の活動や話し合いにおいて、スポンサー、三役、
先代委員長はじめとしたメンバーの皆様は様々な励ま
し、アドバイス、サポートもしてくださり、改めてウイ
ングクラブメンバーの優しさと絆も再確認できました。
来期ファンド委員長も頑張らせていただきます。

岩本　直己　ファンド委員長

　2020 年度会期にて、私はファンド委員会の委員長を
させて頂きました。コロナ過の最中、感染対策の為に、
多くの例会が中止となったりリモートでの開催になり、
ラインやズーム等を駆使しつつ多くのメンバーの方々の
ご協力を頂き、なんとか目標金額獲得を達成できました。

谷口　豊　広報委員長

　今期はコロナの影響で例会や事業が中止になったりし
て紙面を埋めるのに苦労しました。皆さんのご協力で特
集記事を書いていただいて何とか紙面を埋めブリテン作
成をしておりました。ブリテン原稿を書くのを嫌がられ
る人もおられますが、例会でメンバースピーチをするの
がしゃべる訓練なら原稿を書くのは文章を書く訓練だと
理解していただき積極的に原稿を書いていただけたらと
思います。1年間ご協力ありがとうございました。

北川　雅俊　ドライバー委員

　この 6月号ブリテンが発行され読まれている時点で
も、おそらく引継ぎ例会が開催できるのかの判断にドラ
イバーは悩まされている頃でしょうか。今期のドライ
バーは常に例会運営、コーディネートに悩まされる 1年
でした。準備していた企画も例会が延期になり、そして
中止になる。代替え企画するもこれもまた中止になる。
開催時間を 1時間に制限された例会。そして新たなスタ
イルとして始めた Zoomを使ったリモート例会もトラ
ブル多発するなど、今までに考えられなかった例会自体
を開催するのか否か、どう企画運営していくのかに奔走
されました。中でもドライバーの腕の見せ所の「クリス
マス例会」「ファミリー例会」が中止になった事が一番
残念でなりません。この 2つの例会はメンバーの家族み
んなで楽しんで頂けるウイングファミリーのコミュニ
ケーション例会だと思うからです。しかし嘆いてばかり
ではダメですね ! まだドライバー最後の大仕事「引継ぎ
例会」があります。この例会だけは完全版で開催される
と信じています。さぁ、天根会長を盛り上げていきます
よ !!

森本　頼和　サバエ特別委員長

　サバエ委員長であるのにもかかわらず､委員会を招集
することなく終えた一年でした。本来ならサバエに変わ
る何かを見出し、考えなければならないのに…申し訳あ
りません､会長！最後に､会長をはじめ三役の方々､そし
て各委員長さん､お疲れ様でした。そしてご苦労様です。

長谷川　卓哉　交流委員長

　今期ＩＢＣ委員長を務めて参りましたが新型コロナウ
イルス感染拡大に伴いほぼ活動ができなかった１年でし
た。２０１８年の７月にＩＢＣを締結した台中グレート
ビジョンクラブは台湾での締結式に出席させて頂き、ま
た２０１９年の７月には非公式ではありますが仙台にて
台中グレートビジョンクラブのメンバーの方々と交流を
させて頂きました。叶う事なら今期、台湾に赴き様々な
情報交換や意見交換をしたかったです。私個人としては
恥ずかしながら今日に至るまで韓国の金浦クラブやイン
ドのランチクラブとの交流は経験がありません。コロナ
渦だからこそ出来るＩＢＣ活動を企画、実行できなかっ
たのだ心残りです。今期の反省を活かして今後のＩＢＣ
活動に積極的に参加をしたいと考えます。

5月の例会
【第一例会】中止
【第二例会】参加者：メンバー25名
　日時：5月22日(土)　ZOOM例会
「サバエキャンブ場について」
・サバエタスクチームからの報告
・今年クローズするサバエについての意見交換

グクラブの意向を先方様にお伝えすると「大変なのは、
皆様も同じなのに、心温かいご配慮、ウイングさんだけ
です」と謙虚に喜んで頂き、唯一の地域奉仕活動でし
た？！ 早く通常の日常に戻って、ウイングライフを今
期の分を含めて来期に楽しみを 2倍に！！
　

私は京都ウイングクラブに入会してまだ日が浅い新参者
ですが、メンバーのワイズメンとしての心構えと結束力
の力強さを再確認致しました。

５月の第２例会は急遽 ZOOM例会になりました。内容は今年で
使用できなくなるサバエキャンプ場の行方について、候補地探
しでいろいろ回ってくださっている藤田寿男・廣部ワイズや中
村主事の報告をお聞きしました。この例会でいくら議論しても
なんの効力もないわけですが、今のサバエに変わる最適な代替
え地がないということを聞くにつけもう一度なんとかならない
のかなという気分になりました。（天根静也）



北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日
今年で結婚28年になります。二人とも着飾る事もなく、いつも
自然体で家では沢山話して、笑顔いっぱいです。これからもか
わらずお互いが支え合って人生を歩いていきます。

佐々木 貫二・啓恵 夫妻　6月11日
複雑な気持ちですがコロナのおかげで、家族団欒する時間も
増え楽しい日々を送ってます。いつも美味しいご飯ありがとう。

上田 敦・亜季 夫妻　6月15日
今年で18年目になります。子どもの成長とともに夫婦の関係
も刻々と変わり、それが楽しいやら、寂しいやら、難しいやら、
まあ結構複雑な心境です。とはいえ、あまり小難しく考えず、気
楽に、それなりに仲良くやっていきたいと思います。

谷口 豊　6月3日
63歳になりました。還暦祝いをしてもらってからあっという間
の3年間でした。歳を取ると1年が早いですね～。昨年は体重
を6キロ程減量できたので今年もあと5・6キロ減量しようと体
調管理に気を付けてこの1年も頑張ります！

青倉 国士　6月11日
6月11日で57歳になります。毎年今年こそは痩せると言ってい
ますが中々痩せられません。しかし今年こそは痩せないと身
体にも負担がかかっています。現在、体重が87キロあります。
年内には70キロ台にはしたいと思います。乞うご期待くださ
い。

藤田 正純　6月18日
今年で63歳になります。コロナ禍の影響で、去年も今年もお
祝いする事もなく静かな誕生月を迎えようとしています。昨年
うっ血性心不全で三途の川を渡りかけて早一年。食生活も今
まで以上に気を付けて8キロ減量できました。最近は体調も
良く安心して日々の生活を送っています。今年一年健康管理
を徹底して後5キロは減量しようと思っています。ワクチン接
種も基礎疾患があるので少し早目に接種できると思うので少
し安心ですね。母親は1回目のワクチン接種終了し副反応も
出なかったので安心してます。今年一年元気に過ごそうと思
っています。

天根 静也　6月22日
いよいよ50代に突入です。ギリギリ会長期に誕生日を迎えさ
えていただいて感慨深いです。遠く感じていた50代ですが、気
を引き締めて今までの人生の集大成となるような10年間を過
ごしていきたいと思っています。ありがとうございます。

岩本 直己　6月22日
2018年第33期初旬に入会させて頂き、2019年第34期にファ
ンド委員長を拝命致しました。これからというところでコロナ
騒動が始まり、一年間例会もなかなか開催されず、メンバー
の方々のお顔もなかなか見れない状況の中で、ファンド委員
長としてなにかできることはないかと暗中模索した一年でし
た。そんな中で、５０歳という人生の節目を迎えるのも一興と
いうか、自分らしいと思える自分自身に及第点を与えてもいい
のかな？と　少しばかりは余裕も生まれてきたような気がし
ないでもない気がします。

北川 雅俊　6月24日
まだまだ若いと思っていても気がつけば57歳!最近80年代の
懐かしいCM映像や、そのBGMを聞くと何か胸の奥からジーン
となんとも言えない衝動にかられるんですよね。

上田 敦　6月28日
どうやら今年で53歳になるみたいです。今年の正月、やりたい
ことを100個書き出してみました。書いているうちに、忘れて
いた夢や、やってみたいと思っていたことをいろいろ思い出し、
年甲斐もなくワクワクしました。みなさんも「やりたいこと100
個」書き出してみませんか。お勧めします。

Happy Birthday Happy Anniversary

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。

6月の予定
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今月の聖句「ルカによる福音書」21章1節～4節
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、貧しい中から持ってい
る生活費を全部入れたからである。」

3日（木） 第一例会：三役アワー 19時～　 三条ＹＭＣＡ
5日（土）6日（日）　西日本区大会   ウェスティン都
10日（木） 次期役員会 9時30分～ 三条ＹＭＣＡ　　
17日（木） 引継役員会 19時30分～　　 
19日（日） 第二例会：引継例会 18時～  日航プリンセス
 

YMCA NEWS :

サマーキャンプ・
サマープログラム受付
今年も夏休み中の子ども達の
ためのキャンプとスイミング・体操のサマープログラム
を実施します。お申込は以下の通りです。
ぜひ、ご参加ください。
○お申込み開始：ＹＭＣＡ会員および
　2021 年度プログラム参加の方　6月10日（木）～
　上記以外の方　6月15日（火）～
○お申込み専用サイト：下のＱＲコードからWebに
　　　　　　　　アクセスのうえ、お申込みください。

○お問合せ：京都 YMCA
　　　　　　ウエルネスセンター
               　　（Tel）075-255-4709


