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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 FEBRUARY ２月の強調テーマ 

TOF
飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を抜
きその分の金額を支援しましょう

河原　正浩　地域奉仕・環境事業主任
（京都トップスクラブ）

2022. 02
Vol.416

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～ 』　

●1月在籍者48名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率 68.8％
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『 半期を振り返って』　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直前会長　天根静也

ブリテンの 2 月号を発刊する頃にはコロナもかなり収束し、通常の生活
には戻れているのではないだろうかと楽観視していましたが、現状はま
ん延防止等重点措置が 1 月末から再び適応され、例会の見合わせや
zoom 開催を求められる状況になりました。
10 年以上前のことですが、私がファンド委員長をさせていただいた時
にファンドアワーで「クラブでかかるお金について」取り上げたことが
ありました。当時はまだ奉仕活動資金を会費から徴収せずに全てファン
ド益から捻出していました。毎年毎年捻出のために苦労しているのだっ
たら全部のお金を見直したら解決の糸口が見つかるのではないかと思っ
たからでした。わざわざ見直さなくても分かっていたことではあります
が、割合として例会に割いている費用がとても大きいので、そこを見直
せばなんとかなるのではないかということでした。しかし、例会費を見
直すのではなく、奉仕活動資金を会費に追加徴収しているのが現状であ
り、それがクラブのメンバーの総意です。裏返せば、それくらいクラブ
にとってホテルでの月 2 回の例会は大切なことであるということです。
コロナ禍で奉仕活動が思ったように出来ないことも困ったことではあり
ますが、その活動の動機となる精神性を保つための例会が現状開催しに
くくなっているのがこのコロナ禍の一番危惧すべきことなのだと私は思
います。では、こんな状況でいかに精神性を保つことができるのか？意
外にありそうでない気がしませんか？
下半期も世論の判断に左右される状況が続くと思います。一人一人のメ
ンバーが他のメンバーの奉仕の心に火をともせるような言動・行動を大
切にしてこの状況を乗り越えていきましょう。

すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良
い木が悪い実を結ぶことはなく、また、悪い木が良い実を結
ぶこともできない。　　マタイによる福音書７章17～18節
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日　時：１月６日(木)　１９：００～　
場　所：日航プリンセス京都
プログラム：新年例会

1月の例会
第１例会

三役半期を終えて

副会長　谷口豊
上半期を振り返ってですが、コロナの影響を受け
木下会長が思っておられるような例会や事業はな
かなか出来ませんでしたが
その中でも出来たものとしてワイズデーなどは多
数の参加者で参加出来たことは非常に良かったと
思います。下半期も早速コロナの影響が出てきて
おりますがコロナに負けず頑張りましょう！

副会長　松島正雄
副会長としてこの半年を振り返えると、木下会長
期がスタートした時は副会長として木下会長をサ
ポートしよう、そして木下会長から多くのことを
学び私の会長期に活かしていきたい。そういう気
持ちでスタートしました。しかし、振り返ってみ
ると、正直コロナに振り回されっぱなしの半年で
した。他にも佐波江キャンプ場の閉鎖、金浦クラ
ブの解散 ? など明るい話はなかったように思いま
す。現在もオミクロンカブに振り回されている状
態です。ただ、本来楽しいはずのクラブ活動が必
ず復活するので前向きに新たな一方を踏み込む計
画を考え前向きに木下会長期の残り半年を楽しん
でいきましょう。

書記　山田祐輔
第 35 期ウイングクラブの書記を拝命致しました、
山田です。今期も前期同様、新型コロナウィルス
の影響で、思う様な活動が出来ておりませんが、
ドライバー委員長はじめ、各委員長、メンバーの
皆様のおかげで、何とかクラブの活動が続けられ
ております。
今期は、36 周年記念例会に向けて、もっともっ
とクラブ全体で盛り上がって行かなければいけな
い期だと思いますので、コロナウイルス対策を
しっかりしつつ、メンバー間やクラブ間の交流、
ワイズに対する理解を深め、今しかできない様な

例会を出来たらと思っております。
皆様、テンション上げていきましょ～！

書記　北川雅俊
新型コロナウイルスに振り回され、
あっという間に半期を経過し、折り返し地点を
迎えようとしています。メンバーに事業、例会等
のアナウンスをしてまいりましたが、コロナ影響
によるリモート開催や中止の案内をするのは辛い
ものでした。残りの半期こそは、いつもの活動が
できることを願うばかりです。

本年も皆様、宜しくお願い申し上げます。
1月度新例会はお正月らしく・・・
呑んでは寝てとゆっくり過ごされる方も、また
ご家族と何処かお出かけになる方もおられるでしょう。色
んな過ごし方があると思いますが、欠かせないものがお
せち料理やお雑煮ですね。
そこで、新例会は老舗料亭はり清の14代当主、
森本和行様にお越し頂き、お節料理やお雑煮の謂れや
意味について語って頂きました。
何となく、縁起物、深い意味のあるものが材料になってい
ると言うことは知っていましたが、深く掘り下げてお聞き
できたことで教養が深まりました。
お正月前にこのお話を聞けていたのなら、今年のお節の
中身も意味を考えながら準備できたのになぁ。。とお話を
聴きながら考えていました。
日頃、当たり前のように行う事には様々な意味や謂れが
あることを意識して日々を過ごすことで
人生も豊かになるのでしょう。

（西野健次）
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YMCA NEWS :

１．第７回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボー
ル大会　大会運営費ご協力のお願い

Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会（3月
5日、6日 横大路運動公園体育館開催）は、みなさま
からの協賛広告料を基に運営され、得られた収益は経
済的に困難な子どもたちが、京都 YMCAプログラム参
加するための支援金「子ども支援基金」に積み立てられ
ます。バスケットボールに懸命に取り組む小学生たちを
応援することが、より多くの子ども達の豊かな成長を支
えることに繋がる支援です。ご協力お願いいたします。

お申込み・お問合せ：(TEL) 075-231-4388
（Ｅ-mail）honbu@kyotoymca.org

２．幼児自然体験学習プログラム体験会のお知らせ

幼児のための活動チーム「おひさまにこにこクラブ」の
体験会を開催します。この機会に、ぜひご参加ください。

日　程：①２月２６日（土）　②３月２１日（月・祝）
集合解散：9時集合、16時 15分解散 
※雨天時は内容を変更して実施します。

行き先：京都 YMCAリトリートセンター
集合解散場所：京都駅八条口ＪＲ東改札口前
　　　　　　　（祭時計広場付近）

対　象：幼児年少～年長
（2015 年 4月2日生まれ～ 2018 年 4月1日生まれ）
参加費：各回 5,000 円
（交通費、指導経費、プログラム企画料、保険等）

詳しくは、　→　→　→　→　→
QRコードを読み取ってご覧ください。

問い合わせ：
(TEL)075-255-4709

書記　山田祐輔
第 35 期ウイングクラブの書記を拝命致しました、
山田です。今期も前期同様、新型コロナウィルス
の影響で、思う様な活動が出来ておりませんが、
ドライバー委員長はじめ、各委員長、メンバーの
皆様のおかげで、何とかクラブの活動が続けられ
ております。
今期は、36 周年記念例会に向けて、もっともっ
とクラブ全体で盛り上がって行かなければいけな
い期だと思いますので、コロナウイルス対策を
しっかりしつつ、メンバー間やクラブ間の交流、
ワイズに対する理解を深め、今しかできない様な

例会を出来たらと思っております。
皆様、テンション上げていきましょ～！

書記　北川雅俊
新型コロナウイルスに振り回され、
あっという間に半期を経過し、折り返し地点を
迎えようとしています。メンバーに事業、例会等
のアナウンスをしてまいりましたが、コロナ影響
によるリモート開催や中止の案内をするのは辛い
ものでした。残りの半期こそは、いつもの活動が
できることを願うばかりです。

会計　余東達
こんにちは、三役を承って半年が経ちました。
率直な感想は、結構やる事が多いです。
通帳・お金の管理は前期の井上ワイズから
“とにかく細目にすること、会計業務を溜めない”
と言われ、充実に守ってます。
幸い、私の会社の 4 軒隣に京都銀行があるので、
まだ恵まれた環境にいますが、なかなかやる事が
多いです。過去の会計さんが、【会費一括引落し】
を導入された事に非常に有難みを感じます。
とは言え、月 1 回の三役会に参加することによっ
てクラブ全体の運営方法も理解し、三役のメン
バーでクラブの事や、クラブ以外の事を話し合っ
たりするのに楽しみを感じます。残り半年、コロ
ナでこの先もどうなるかわかりませんが、木下会
長を中心にウイングクラブを盛上げていきたいと
思います。

会計　本多悠佑
35 期会計を務めさせて頂いて半期が終わりまし
た。初めて三役に入れていただきワイズメンズク
ラブとはこういう風に動いているのだなぁ、と改
めて実感いたしました。丁度会計のお話をいただ
いた時に私の仕事の都合でこの半期ほとんど余会
計に任せきりでしたが、仕事も落ち着いてきたの
で、下半期は皆さんのお役に立てるよう頑張りた
いと思います。



新井　玲子　2月2日
誕生日おめでとう。毎年特別な事はしていない
けど、感謝している。今年は 2人で旅行に行け
たらいいね。

西野 希久子　2月3日
去年から今年にかけては、コロナ禍で我慢我慢
の 1年でした。しかし長年、旦那に我慢して来
た事を思えば堪えられます❓誕生日は旦那にご
馳走になろうと思います。
今年は、美味しい物を食べて旅行にも行って…
楽しい事が思い通りに実現出来る 1年になって
欲しいです。毎年の事ですが、健康管理に気を
つけて頑張ります ( 頑張る )

武村 松一　2月9日
新型コロナで還暦のめでたい気分もなくあっと
いう間の１年でした😭目指すは古希の祝い㊗生
存してたらの話ですが✌✌

廣部 幸枝　2月9日
お誕生日おめでとう！ ( 自分に )
閑坐して松風を聴く。こころ穏やかに…( 笑 )
茶道の目標は高く ( 笑 ) 三点倒立の自立時間５分
背中で両手の握手、ヨガの今年の目標です。

中島 敬泰　2月19日
77 歳です。今、健康、いやちょっと健康で毎日
を過ごしています。感謝です。この当たり前の
日が続きますように。

余 景子　2月19日
みなさん、こんにちは。コロナも収まりそうで
収まらず、もどかしい日々が続いておりますが、
子育てと共に、前向きな気持ちを持って 2022 年
も頑張っていきます。

Happy Birthday

２月・３月の予定
2月の予定
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安藤 也人・織帆 夫妻 2月14日
結婚して 10 年が経ちました。
コロナ禍で外食を控え妻と買い物に行き、子供
と野球の毎日。例会等には行けず迷惑ばかりお
掛けしておりますが、ワイズのメンバーに助け
られ今があります。　早く以前の様な日常にな
りますように。

3月の予定

Happy Anniversary

  3日（木） 第一例会：半期総会　　 19時～ 　Ｈ日航プリンセス
10日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
17日（木） 第二例会：TOF例会 19時～ zoom

田中 博子　2月20日
昨年高齢者の仲間入りをして、体力的には年齢
相応に疲れる？様になりました。パートで保育
園に勤めていますが、主人に阪急の LANCOME
に毎月お買い物お手入れに行かせて貰い、定期
的に美容室でお手入れしてるので、園児や父兄
から” おばあちゃん” と言われた事はありません。
お世辞では　若いね ( 笑 ) と言って貰ってます！
いつ迄もつかしら？

佐藤 泰子　2月21日
この 1年は家族で国内旅行に行くことができ、
友人ともイベントができたり、充実した日々を
過ごすことができました。新型コロナウイルス
はまだ終息しそうにない状況です。皆様のご健
康が守られますよう心よりお祈り申し上げます。

廣部 仁太郎　2月25日
もう 53 歳。コロナ渦でなかなか仕事も先が読め
ず不安な状況ではありますが、今年からは京都
教育大学の講師の機会にも恵まれて、またひと
つ楽しい仕事が増えました。先生の卵さんの育
成、ワイズや Yでの青少年育成活動、介護現場
でのサポートなど、まだまだできることを頑張っ

  3日（木） 第一例会：IBCアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
  6日（日） YMCAミニバスケット大会　　　　　 
10日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
13日（日） YMCAリーダー卒業祝会  三条ＹＭＣＡ
 全国車いす駅伝競走大会サポート　　　
17日（木） 第二例会：CSアワー 19時～ Ｈ日航プリンセス
 

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。


