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★クラブ会長主題
●今月の聖句

「もう一歩踏み込んで」

DATA OF OCTOBER １０ 月の強調テーマ 

BF

BFの意味を学び国際奉仕団体の一員であるこ
とを自覚しよう。

深谷　聡　国際･交流事業主任
（名古屋クラブ）
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会　長 President 木下敬悟／Keigo Kinoshita 
副会長 VicePresident 谷口豊／Yutaka Taniguchi・松島正雄／Masao Matsushima
書　記 Secretary 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・山田祐輔／Yusuke Yamada
会　計 Accountant 本多悠佑／Yusuke Honda・余東達／Totatsu Yo

☆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）
新山 兼司（京都トップス）
主　題：「Challenges for the future　未

来への挑戦」
副　題：「羽ばたこう！２０２２年
              ワイズ１００周年に向かって！」

☆京都部部長
 中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり Part2」
　～出会いから全てが始まる～ 』　

●9月在籍者48名

●9月月間メイキャップ者数
●9月月間出席率 66.6％
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昨年からのコロナ渦により例会の在り方、Y's活動の在り方等を根本的に考え
るという初めての事を皆さんが考えて実行されている状況。前期は三役、今期は
ドライバー委員として活動の在り方、例会をどうするかの中に入り私が感じた事
を書きます。

元々はコロナが何年続くか分からないけど私自身収まるまで全て中止にした
ら良いと思っていました。何かが起こってからの方が大変になると思っていたの
で。しかし、前期このままではいけないと工夫をされて四苦八苦しながらZOOM
を取り入れての例会をきっかけに、何もしないのは簡単だけどこの状況で何が
できる？を考える人達がいる事に感心、脱帽、流石ウイング。結果としては参加人
数が少ないとか疎遠になっていってるメンバーさんがいるとかマイナス面があ
る事は確かな事で、奉仕活動なんか二の次と思うような生活になってる方も自
分の周りにもおられます。別のクラブの方ですが、仕事も落ち込んで大変な状況
になっておられる方と先日話す機会があって、その方は「俺は奉仕活動ができる
自分をいかに作れて高めていけるかを大切に思ってるし這い上がる。そして同
じ様な思いで私生活も仕事も頑張って自分を高めれる若い後輩を作っていきた
いと思ってる。」という話を聞きました。めっちゃアツいやーん！と思いましたが、
そんな話を聞いて私は恐らくコロナが終息してからのメンバーさん達のY'sに対
する考えは、今迄よりも様々だろうと思います。この様により熱い想いを持たれる
方や、そこまで必要性に感じ無い方、賛否両論が激しくなるのではないかと思い
ます。しかし今までに経験も無いコロナという経験をしての結果なのでどちらも
間違いでは無いと思っていて、そこからどのような世界になっていくのか見てい
きたいです。私としては先ほどの奉仕活動ができる自分をいかに作れるか！とい
う言葉に共感したので、周りの人達に共感させようとは思いませんがそういう自
分を作れる様に精進します。

小田　竜哉
『コロナ禍における奉仕活動について』

主はこう言われる。「さまざまな道に立って、眺めよ。昔から
の道に問いかけてみよ。どれが、幸いに至る道か、と。その道
を歩み、魂に安らぎを得よ。」　　　　エレミヤ書　6 章 16 節
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メインプログラムのYサ・アワーはコロナ緊急事態宣
言の為、三条ＹＭＣＡとZOOMでの、ハイブリット例会
でした。岡山Ｙサ委員長より数あるＹサ事業の中でも、
もっとも大切な一つの青い空と白い雲のキャンプ（ソラ
シド キャンプ）を中心に話されました。

昨年は中止でしたし、今年は、子供達は病院より
ZOOMにて参加での、ハイブリットの企画でしたので、
ソラシドキャンプ実行委員長の北川ワイズが一昨年の
通常のソラシド キャンプの写真を時系列にスライドを
使って参加経験の無い新人メンバーにも、分かりやす
く説明され、ウイングクラブとの関わりや思いを話され
ていました。

そして、中村主事は2003年から始まったソラシド キ
ャンプの歴史や参加する子供達の病状による通常生活
での制限の中、一泊二日の素敵な思い出する為の注意
している事を話され、そして今年でサバエキャンプ場は
残念ながら閉鎖でラストイヤーになりました。

そして、来年の青い空と白い雲のキャンプは場所を
変えて「丹後海と星の見える丘公園」でするとの事など
が、内容のＹサ・アワーでした。

来年の子供達とウイングクラブの夏の思い出作りの
舞台はサバエからタンゴへと！！新しいステージには新
人メンバーにも多く参加してもらいたいなぁ～と思い
ました。（山内達也）

日　時：８月５日(木)　１９：００～　
場　所：ホテル日航プリンセス京都
プログラム：Yサアワー  ソラシドキャンプの報告

9月の例会
第１例会

日　時：９月５日(日)　９：００～　
場　所：リトリートセンター

9月の事業参加
リトセン秋期準備ワーク

9月5日の日曜日、宇治リトリートセンターのワークに
参加してきました。まだ緊急事態宣言も明けず、昼食も
各自での準備となる等、感染防止に気をつけながらの
ワークとなりましたが、お天気も良く、爽快な気持ちで
ワークに取り組める事ができました。ウイングクラブは
ロッジ周りの草刈りを担当。各メンバー、草刈り機を手
に午前中いっぱい、汗を流しました。中でも今期Yサ委
員長の岡山ワイズはさすがプロ！自前の草刈り機で刈
っていかれるスピードの速さは一見の価値有り。見とれ
るばかりでした。コロナ渦で様々なワークやプログラム
が中止になる中での貴重なワーク。メンバー皆さんと
ワークをしながら語らう時間の大切さを改めて実感し
ました。（廣部仁太郎）
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YMCA NEWS :

アウトドアクラブ、発達障がい児サポートプログラム
ボランティアリーダー募集中

2021年度後期から活動する、リーダーを募集しています。
詳細は　http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802
または、下記QRコードを読み取ってご覧ください。

＜説明会＞
日程：10月  5日（火）19時～20時
　　　10月12日（火）19時～20時
　　　10月19日（火）19時～20時
　　　10月26日（火）19時～20時
　　　11月  2日（火）19時～20時
　　　11月  9日（火）19時～20時
　　　11月16日（火）19時～20時
会場： 京都YMCA三条本館会議室
　　　（中京区三条通柳馬場南東角）
参加希望日時をお名前と合わせて
ilovecamp@kyotoymca.org
までメールにてお知らせください。

＜連絡先＞　京都YMCAウエルネスセンター
　　　　　　075-255-4709【担当：内園、中村】
※ご不明な点等も、こちらの連絡先までお問合せください。

リーダー募集案内詳細は
こちらを読み取ってご覧ください。

京都YMCAサバエ教育キャンプ場閉所式

日　時：９月２６日(日)
場　所：サバエキャンプ場

去る9月26日の午後、あいにくの雨となった現地キャ
ンプ場において、その長い歴史を閉じる1時間程度のさ
さやかな会が催されました。メインキャビンの横のテ
ントには、緊急事態宣言中でもあって参加者が制限さ
れる中、各クラブから代表1名を含む関係者約50名が
集い、中村主事の司会で厳かに式が始まりました。キャ
ンプ場と関わりの深い兼松豊牧師や地主の方、地元自
治会の方から、いかにこのキャンプ場が74年の歳月の
中で多くの子どもたちやリーダーに夢や貴重な体験を
与えてきたか、いろんなエピソードを交えながら感謝
の気持ちと惜別の思いを聞かせていただき、今更なが
らこのキャンプ場が消えてしまうことの無念さがこみあ
げてきました。（藤田寿男）



松島 正雄・貴代 夫妻 10月14日

結婚9年目になります。お陰様で妻とは仲良くしています。それ
もひとえにウイングクラブで出逢えた仲間達とそのご家族に
仲良くして頂いているからだと、妻共々に日々感謝しています。
また、今年は特に嬉しいことがあります。私たち夫婦の念願の
マイホームを建築している事です。引っ越したら皆さん遊びに
来て下さいね。

今村 隆宏・夏美 夫妻 10月18日

結婚記念日、10月18日です～
早いもので7年の記念日になります。子供も6歳になり最近で
は2人で出かける事も少なくなり、寂しい気持ちになってるの
は私だけでしょうか⁉
さて原稿は♂or♀⁉⁉⁉
当たった方には抽選で一名のメンバーに一寸法師お食事券
をプレゼント！

小田 竜哉・和佐 夫妻 10月23日

21年になります。
ここ数年は穏やかな生活が続いているのでこのまま、このまま
で過ごせますように！

谷口 豊・紗知子 夫妻 10月30日

『京都に戻って来て久しぶりに夫婦だけの生活が始まり、朝早
起きして2人とワンちゃんで毎朝1時間ウォーキングを仲良くし
ています。健康的にずっと仲良く暮らしていけるように頑張り
ます。』よろしくお願いします。

Happy Birthday

  4日（木） 第一例会：IBCアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
  7日（日） ワイズデー 10時～ 神崎海水浴場他
11日（木）              役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
14日（日） リトセンオータムフェスタ 　　　 リトリートセンター
18日（木） 第二例会：ゲストスピーチ 19時～ 烏丸京都ホテル
※中止　成望館　ふれあいまつり（成望館、）リ・ブラン京都中京バザー（衣笠教会）
　　　　京大子ども病棟秋祭り
 

 

10月・11月の予定
11月の予定10月の予定

Happy Anniversary
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安藤 織帆 10月11日

またもや誕生日がやって参りました。毎日必死です。
子供のこと、仕事のこと、旦那のこと(笑)、毎日が勉強です。
コロナで色んな人生観が変わったと耳にしますが、私は変わ
らず毎日と向き合い、人生観を感じる余裕がないのが事実で
す。ただ、こんな状況を乗り越えられるのは家族と日頃お世話
になっている皆様方のお陰だと感じています。色んな人生が
ありますが、私なりに周りの方々に少しでもお役に立てるよう、
また新しい1年も頑張っていきたいと思っています。

西沢 いずみ 10月16日

10/16で六十数歳になります。これを読んでいただく頃には長
女の二人目の子供、4人目の孫が生まれている予定です。そし
て来年3月長男に三人目の子供、5人目の孫が生まれる予定で
す。毎年一人ずつ増えて嬉しいかぎりです。

中西 阿沙 10月17日

今年で32歳になります。今年は後厄なので何事もなく平和な
一年になることを願っています。また、1日でも早くコロナが終
息して平凡な一年になるように願っています。

山岸 もとえ 10月18日

あぁ～～。と言う間に１年が過ぎ、自粛生活の中、日本経済新
聞で山本耀司の「私の履歴書」というコーナーを見つけ毎朝
楽しみになりました。

『ＤＣブランド』『カラス族』と懐かしい言葉を目にして若かり
し頃を思い出し、いつに成ったらお洒落して外食出きるのか？
ワクチン２回打ったのに～！早くみんなに会いたいです～！

松島 正雄 10月30日

10月30日で54歳になります。来年は55歳、昭和初期の頃だと
定年退職の年です。気力体力共に衰えてきますが、まだまだク
ラブ活動・仕事・趣味にと元気に楽しみたいと思ってます。自
分に厳しく、公私共に新しい事に挑戦して行くつもりです。ま
た、次期は節目の周年会長に選んで頂きましたので、気を引
き締めて頑張りますので、皆様、宜しく御指導をお願いします。

中村 めぐみ 10月31日

昨年に引き続き、日々元気に過ごせていることに感謝しながら
過ごしたいと思います。

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。

  7日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ ＹＭＣＡ三条本館
14日（木）              第5回役員会 19時30分～ ＹＭＣＡ三条本館
16日（土）              EMC主催　ゴルフコンペ   メイプルヒルズ
21日（木） 第二例会：メンバースピーチ 19時～ ＹＭＣＡ三条本館
※中止　国際協力募金、ウイズキッズ病院コンサート
   京都部部会は令和４年４月１７日（日）に変更になりました。
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