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４月第一例会はおそらく現メンバーのほとんどが記憶にないほど久々に、
ToBeクラブとの合同開催となりました。ここに巻頭言を寄せることになった
のもその余韻の一つでしょう。２５年以上遡るToBeクラブ設立にあたり、設
立準備委員長として関わった経緯を例会の冒頭で話してほしいとの依頼を
受けて当時の記憶を呼び起こし、私自身、そして黴が生えるほどに古いメン
バーには懐かしく、また会場に集う多くのメンバーには歴史の証言のような、
もしかしたらどうでもいいようなエピソードを交えて話をさせていただく機会
に恵まれました。ブリテン誌上で再度その内容を紹介してほしいとの依頼を
受けて快諾しましたのは、あの当時のメンバーの熱い想いやクラブの燃えた
ぎるエネルギーを伝えることだけでなく、新しくクラブを生み出すことの、ワ
イズメンズクラブとしての大切な意義を知ってほしいと感じたからです。
今年、設立３５周年を迎えるウイングは３６年前に「めいぷるクラブ」に所
属していた７名のメンバーが自分たちの理念を実現していくための新たな
クラブを創りたいと、仲間を集ってウイングクラブを設立しました。今４７名
のメンバーを擁するウイングクラブのスタートです。当時7クラブだった京都
のワイズメンズクラブは、YMCA運動を支える組織の拡大という使命もあり、
１０年の間に新しい５つのクラブを生み出しました。もちろん、その新しいク
ラブからも次の世代のクラブが生まれていきます。ウイングも例外でなく、１
０周年の記念事業としてToBeクラブの設立に至ったのです。メンバーも4０
名を大きく超え、１０年も経ったのだからというのがその最大の理由です。
ＥМＣ活動として究極の目標とするＥ・エクステンション(新クラブ設立)を実
行に移す時となったわけです。新しいクラブは何を目指すのか、双方のメン

　　　　　　　『合同例会の余韻』　　　　　　藤田　寿男

バーをどうやって増やすか、資金をどう分配するか、例会の持ち方をどうするか、初代会長を誰にするか、設立総会
やチャーターナイトをどんな風に企画するか等々、クラブ設立にはとんでもないエネルギーを必要としましたが、そ
れがまた大きな醍醐味の一つであったのも事実です。そのToBeクラブが１０数年後に同様のエネルギーを費やし
てZeroクラブを生み出しました。以降１０数年、京都には舞鶴のフロンティアクラブを除いて新しいクラブは誕生し
ていません。
ワイズメンズクラブが新クラブ設立を重要視しているのは,一挙にメンバー増強につながるのと(M)、メンバーの意
識高揚・コンザベーション(C)を図れるからであって、結果としてＹМＣＡ理解と支援の拡大や二次的にＣＳ活動と
しての支援先が増えていくことを期待できるからです。ウイングは２５周年記念例会の最後の場面で、参集してくれ
た多くのワイズメンを前に、３０周年に向け新クラブ設立を目標にすると宣言しました。その３０周年が過ぎ、３５
周年を迎えようとしています。
ウイングは今、いろんな意味で勢いを増し、メンバーも５０名を目前にしています。それぞれが良い意味で仲間意
識を強め、クラブ内の交流に(それがクラブ外での活動であったとしても)重きをなしているような気がします。クラブ
を飛び越えた活動にはあまり積極的ではないようにも思えます。先日の合同例会では、身内であって身内でないメン
バーと楽しく交わり、ToBeクラブが対外的にも積極的に動き、新たなクラブ設立にも歩みを進めている様子に触れる
ことができて、大きな刺激になったことと思います。併せて、Zeroクラブも新クラブ設立に向けて動き始めたとも聞き
ます。
今のウイングでは、亡き中西ワイズ(ここで名前を出して申し訳ないですが)を含めエクステンション推進派は極々
少数派ですが、そろそろ流れを作っていく時期が来たのではないかと、合同例会を終えて密かに思いを新たにした
次第です。(たとえば・例えばの話ですが、三条通を境にして、北ウイングと南ウイングに分けるとか、柳馬場通りを境
にして東ウイングと西ウイングに分けるとか、その他いろんな構想を巡らすだけでも楽しいじゃないですか!)
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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」

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～ 』　

ヨハネの手紙　4章16節
神は愛です。愛にとどまる人は、神の内にとどまり、神もその人
の内にとどまってくださいます。
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ユース達への温かい支援を。
国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材育成に
努めましょう。

河口　裕亮　Y・サユース事業主任
（彦根シャトークラブ）
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日　時：４月７日　(木)　１８：３０～　
場　所：スマイルガーデン
プログラム：合同例会

４月の例会
第１例会
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４月７日木曜日、ウイングクラブとトゥービークラブの
合同例会が開催されました。ウイングからは３５名のメ
ンバーと１名のゲスト様が、トゥービーからは１７名、
合計５３名の方にご参加いただきました。
木下会長の開会挨拶の後、藤田寿男ワイズから、ウイ
ングクラブからのエクステンションにでトゥービークラブ
が立ち上がった経緯や当時のご苦労話などのお話をし
てくだいました。若いメンバーにとっては初めてお聞き
する話もあり、とても興味深くうかがうことができました。
トゥービークラブの新谷次期会長の乾杯のご発声で

宴会が始まりました。例会の中盤では、両クラブメンバ
ー混合チームでの「ジェスチャー伝言ゲーム」を行いま
した。各クラブのメンバーによるコミカルなジェスチャー
に大いに笑わされ、ウイングクラブの佐々木ワイズの名
司会がさらにゲームを盛り上げました。
２時間半の時間はあっという間に過ぎ、トゥービーク
ラブの宮田会長の閉会挨拶でお開きとなりました。
久しぶりのリアル開催、お酒の入った例会で、大いに
盛り上がりました。直接お顔を合わせての会はやはり楽
しいなと、あらためて思いました。　（上田　敦）
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日　時：４月１７日　(日)　１３：３０～　
場　所：ウエスティン都
プログラム：京都部会

第２例会

４月の事業
JOCSウォーカソン

リトセンさくらフェスタ

日　時：４月９日　(土)　１１：００～　
場　所：鴨川河川敷

日　時：４月１０日　(日)　１９：００～　
場　所：リトリートセンター

第16回京都JOCSチャリティウオーカソンが開催され
ました。
当日は雲一つない快晴で桜がまだたくさん咲いてお

り参加された方も気持ちよさそうに歩かれていました。
参加者が20名と少し寂しかったですが、参加してい
た子供達は元気いっぱい歩いてくれて、景品や飴つか
みなどでたくさんの笑顔を見せてくれました。

（中西　彬）

 4月10日、京都ＹＭＣＡリトリートセンターにてさく
らフェスタ2022が行われました。
ウイングクラブはいつもの美味しい天ぷらうどんを提
供しました。
　まだまだコロナ禍の終わりが見えない中ですので

「夜桜フェスタ」ではなく「さくらフェスタ」とネーミングを
変えての日中開催になりました。残念ながら桜を楽しむ
には少し早かったようです。膨らんだ蕾は、来週頃には
きれいに咲いているのかもしれません。参加されたメン
バーはお疲れ様でした。　（青倉　国士）

5月の第二例会は京都部会の振替でした。昨年は開
催されなかったということで、直前会長の私もバナーセ
レモニーに出させていただきました。中村京都部長のこ
の2年間のいろんな思いが詰まった素敵な部会でした。
マスク着用とかいろいろ制約はもちろんありますがよう
やくこういう規模の集まりができるようになったのだな
と、改めてコロナ禍の大変さを思い返していました。
次々期は開催する側ですね。　（天根　静也）



西沢 剛・いづみ 夫妻　5月4日
5/4で40周年。ルビー婚だそうです。ルビーの指環用意
しなくては。5月連休には長男家族京都に移住。孫たちが
可愛く嫁さん喜んでます。

岩本 直己・ひとみ 夫妻　5月22日
昭和64年（1989）に高校同級生同士で交際が始まり平
成11年（1999）に結婚、令和４年（2022）5月をまたもや
二人で迎えることができました。元号を三代貫いた夫婦
であることを今は誇りに思います。願わくは次の元号ま
で共に歩みたいと存じます。

西沢 剛　5月14日
5/14で67歳、もう3年で古希！早いものです。頸椎オペし
たところは治ってますが未だある部分神経、筋肉回復せ
ず不自由な生活してます。つきあいながら毎日がリハビ
リです。

中村 誠司　5月19日
50歳の節目の年は、よくもまあ次から次へとしょーもな
いトラブルが続くな（泣）　という年でした。
先日2回目のお祓いを受けそろそろ運気が変わるかなと
思っていた所、少し早いバースデープレゼントが届きま
した！51歳いい年になりそうです！

Happy Birthday

2日（木） 第一例会： 19時～　 日航プリンセス
9日（木） 次期役員会 9時30分～ 三条ＹＭＣＡ　　
11日（土） 西日本区大会   岡山国際ホテル
16日（木） 引継役員会 19時～　　 
18日（土） 第二例会：引継例会 18時～ 日航プリンセス

5月・6月の予定
６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。

YMCA NEWS :

奉仕活動基金ご協力のお願い

ＹＭＣＡに関わるボランティアリーダーの研修、青少年
の育成、ボランティアによる障がいのある方々への支援
などに使われます。
受付窓口にてご納入、もしくは郵便振込にて指定の口座
にお振込みください。 

募金用途は
http://kyotoymca.or.jp/?p=7680
または　下記 QRコードを読み取ってご覧ください。

募金の方法は　http://kyotoymca.or.jp/?page_id=2026
の下部または下記 QRコードを読み取ってご覧ください。

12日（木） 第一例会：IBCアワー  19時～ 日航プリンセス
15日（日） 次期役員研修会  ホテルエミオン
19日（木） 役員会 19時～ 三条YMCA
22日（日） 第二例会：ファミリー例会               休暇村近江八幡

５月の予定

募金方法 募金方法（下部）


