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「一致団結」
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新し い期のスタートにあたって、外部へ
の広報と、内部への情報共有の有り方を 
今一度考えてみましょう。

大槻 信二広報・情報委員長
(京都センチュリークラブ)
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私は常に自分の「あり方」を大切に生活しています。皆さんもそうだと思い
ますが、この「あり方」を迷った時の判断の基準にしてます。これは会社でいう
と企業理念のようなものだと思います。私のあり方は、自分のしようとしている
ことが相手のして欲しいことかどうか。と言う事です。なかなか難しいのです
が常にそうあれるように心がけています。きっと私は楽しく優しさに包まれた
中で生きていきたいという欲求が強いのだろうと思います。入会して9年目を
迎えますが入会前にゲストで参加した家族例会（フェリーでの開催）や夜桜フ
ェスタで、このクラブはとても楽しく幸せに溢れているな～と思い入会を決め
た事を思い出します。私は、周りを幸せにしている人は自分も幸せな人だと思
っています。ですので今期はメンバーに幸せの為に動き、私も幸せな時間を
共有したいと思います。今期は恐らくコロナも落ち着き対面の例会や集合ワ
ークも可能になると予想されます。私もメンバーもその家族も楽しく幸せにな
る例会やワークに取り組みメンバー全員が同じ目標をもって一丸となる一年
にしたいと思います。そんなクラブには自然と人も集まりますし一番の広告宣
伝だと思います。今期の会長主題は『一致団結』です。よく聞く言葉ですが、と
ても難しいことだと思います。まずは私を知ってもらいメンバーを今まで以上
に知ることから始めたいと思います。また今期は35周年記念例会があります。
中村誠司実行委員長の元、メンバー力を合わせてウイングの素晴らしさを再
認識できる記念事業にしましょう。頼りない会長かもしれませんが精一杯務
めますので、どうぞ皆様宜しくお願いします。勢いづけて次期の山田会長や次
期京都部部長となる武村さんにバトンを渡したいと思います。

会　長 President 松島正雄／Masao Matsushima
副会長 VicePresident 今村孝宏／Takahiro imamura・山田祐輔／Yusuke Yamada
書　記 Secretary 小田竜哉／Tatsuya Oda・武村松一／Shouichi Takemura
会　計 Accountant 岸本伸也／Nobuya Kishimoto・中西彬／Akira Nakanishi

第36期会長　松島正雄
自分の『あり方』!☆国際会長（IP）

Samuel Chacko （India)
主　題： “Into the next 100 Years 
　　　　with FELLOWSHIP & IMPACT” 
“フェローシップとインパクトで次の100年へ”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "BEYOND SELF and BE THE CHANGE"
 “自己を超えて、変化を起こそう”

☆アジア地域会長（AP）
Chen Ming Chen （Taiwan）
主　題： "Elegantly Change With New Era"
 “新しい時代とともに、エレガントに変化を”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Do it Right Now"
 “今すぐ実行を”

☆西日本区理事（RD）
田上 正 （熊本むさし）
主　題：「原点を知り将来に生かす」 
 “Know the origin and utilize it
　　　　 in the future !”
副　題：「立ち上がれワイズモットーと共に」 

“Stand up Y'sMen with our Motto !”

☆京都部部長（DG）
 石倉 尚（京都キャピタル）

主　題：“United by YMCA"
副　題：～ＹＭＣＡで、ひとつになる～

●6月在籍者47名

●6月月間メイキャップ者数
●6月月間出席率 77.7％

2名

●BFポイント
6月分

6月分
6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

16,000
25,491

0
0

141,400
525,867

0
73,500

累計

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
34名
0名
0名
0名
0名

第２例会
39名
11名
2名
2名
0名

わたしは言う。「闇の中でも主はわたしを見ておられる。　夜も光が
わたしを照らし出す。」闇もあなたに比べれば闇とは言えない。
夜も昼も共に光を放ち　闇も、光も、変わるところがない。

（詩編 139 編 11 節 -12 節）
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第一例会

日　時：６月２日(木)　19:00～
場　所：三条YMCA
プログラム：３５周年アワー

６月の例会

日　時：６月１８日(土)　18：00～
場　所：日航プリンス
プログラム：引継例会

日　時：６月２１日(火)
場　所：岡山国際ホテル

35周年記念例会を迎えるにあたって。
35周年記念例会実行委員に選ばれてもう数回の委員
会を開催してます。私自身記念例会は30周年を経験し
てますが例会に参加した程度なので何をメインとしてや
どういうもてなし方をウイングで取組むか等これだけ前
から取組んでるとは知りませんでした。
今回は「リーダー」の増員をウイングとしてどの様に
YMCAに協力できるかという事をメインに動いています。
35周年の周年記念例会を流石ウイングと思ってもら
える様な例会にするという中村実行委員長並びに委員
会の皆様が真剣に取組んでるのでその一員として松島
会長期を盛り上げたいと思います。　（小田竜哉）

2022年6月18日、第35期ウイングクラブ引継例会が
開催されました。
木下会長のお気に入りの曲に乗せて会長入場に始ま

り、中村主事による食前感謝に続き、山田次々期会長の
乾杯の挨拶で宴席が開かれました。木村円さんによるブ
ルージーでパワフルなナンバーを楽しんだ後、還暦のお
祝い、会員表彰、西日本区表彰と続き、メインプログラム
の第35期から第36期への引き継ぎと進みます。新旧委
員長、新旧三役のそれぞれ味わいのある一言の後、いよ
いよ新旧会長の引き継ぎです。松島新会長の力強く愛

６月１１日、今回の西日本区大会は新型コロナウイ
スの影響で３年ぶりで、しかも一日での開催と言う事で
ギュッと凝縮型の慌ただしい大会に成りました。先乗り
の木下会長が既に岡山で会議が始まる頃に、我々ウイ
ングメンバーは京都駅に集合。早速、ビールを買い込み
珍道中の始まりです!!!（昼食も中華料理で大宴会！！！）
西日本区大会とは１年間の各クラブの総決算でもあ

り、通信簿を頂く様な大会でもあり、また一年に一度しか
会えない他クラブのメンバーとの交流でもあり、はたま
たメネット同伴で少し旅行気分の方も居られます。我々
ウイングクラブは木下会長を盛り上げそして一年間の労
をねぎらい、そして我々の親睦を深める場と成りました。
特に表彰では「新規交流チャレンジクラブ賞」を頂き、

第二例会

に溢れた所信表明に、ウイングのさらなる躍進を確信し
ました。木下会長の1年間をまとめた北川ワイズ渾身の
ムービーの後、松島メネットが木下会長への贈る言葉を
朗読されました。朗読を聞きながら、ドライバー委員長と
して文字通り奔走した一年間が走馬灯のように蘇りまし
た。35期は無事に終わりましたが、すぐに36期が開始し
ます。気持ちも新たに、松島新会長を西日本区一の会長
にすべく、微力ながら尽くしたいと思いました。ウイング
万歳！木下会長、本当にお疲れ様でした！　（上田敦）

西日本区大会

６月の事業参加

DBC締結には至ってませんが交流委員会の活動が前向
きで、その努力が認めて頂いたと思います。是非今後も
ウイングの伝統を次期も引き継いで前に進めて頂きた
いと思います。
逆に少し寂しいのは「例会出席率９０％以上賞」が最
近は取れないことが多い事。数年前までは何十年もこの
賞は取れて当たり前のウイングクラブでしたので、盛り
上がりも大事ですが改めて足元をしっかりしていかない
とダメだと感じました。っとしっかり心に刻みながら、また
また会場を早退して夕食は宴会と成りました‼今回は
１５名の参加でしたが次回は多くのメンバーの参加で
行きましょう。　（山岸裕明）
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YMCA NEWS :

松島会長期の最初の事業、YMCAリトリートセンター
の開設準備ワークに参加してきました。ウイングクラブ
のメンバー15人、コメット2人の合計17名の参加となり
ました。じめじめとした蒸し暑さの中、ウイングパワー炸
裂！！初めて受け持つ笠取川の奥地の整備です。あまり
広い場所ではないため、草刈り機の出番は殆どなく、鉈
や鍬、鋸など各々が地味に手作業で気の遠くなるような
時間でしたが、多くの仲間たちと声を掛け合い、時には
冗談を言い合いながらベテランも若手も一つになって
作業をすすめました。2時間足らずで持ち場の作業も完
了しました。ウイングクラブのメンバーの集中力は凄い
ものがあります(笑)。早く帰りたいだけ？？お昼ご飯は美
味しいカレーライスを皆で頂き、松島会長の〆の言葉
で解散しました。中西コメット2名も頑張ってくれました
♬　お爺ちゃんも天国で眼を細くして微笑んでおられる
ことでしょう。　（西野健次）

６月１１日、今回の西日本区大会は新型コロナウイ
スの影響で３年ぶりで、しかも一日での開催と言う事で
ギュッと凝縮型の慌ただしい大会に成りました。先乗り
の木下会長が既に岡山で会議が始まる頃に、我々ウイ
ングメンバーは京都駅に集合。早速、ビールを買い込み
珍道中の始まりです!!!（昼食も中華料理で大宴会！！！）
西日本区大会とは１年間の各クラブの総決算でもあ

り、通信簿を頂く様な大会でもあり、また一年に一度しか
会えない他クラブのメンバーとの交流でもあり、はたま
たメネット同伴で少し旅行気分の方も居られます。我々
ウイングクラブは木下会長を盛り上げそして一年間の労
をねぎらい、そして我々の親睦を深める場と成りました。
特に表彰では「新規交流チャレンジクラブ賞」を頂き、

DBC締結には至ってませんが交流委員会の活動が前向
きで、その努力が認めて頂いたと思います。是非今後も
ウイングの伝統を次期も引き継いで前に進めて頂きた
いと思います。
逆に少し寂しいのは「例会出席率９０％以上賞」が最
近は取れないことが多い事。数年前までは何十年もこの
賞は取れて当たり前のウイングクラブでしたので、盛り
上がりも大事ですが改めて足元をしっかりしていかない
とダメだと感じました。っとしっかり心に刻みながら、また
また会場を早退して夕食は宴会と成りました‼今回は
１５名の参加でしたが次回は多くのメンバーの参加で
行きましょう。　（山岸裕明）

日　時：６月２６日(日)
場　所：京都YMCAリトリートセンター

リトセンワーク

【キャンプ参加費補助】
「夏の思い出を等しく子どもたちに」キャンペーン

　経済格差による教育・体験格差に取り組むため、こ
の夏、京都 YMCA 主催のサマーキャンプの参加費を
補助するキャンペーンを実施します。
できるだけ多くの子どもたちにYMCAのキャンプを体
験して夏の思い出を作ってもらいたいと願っています。
このキャンペーンでは、市民の皆様から寄付金を集め、
参加費の補助を行います。
市民の皆様に寄付のご協力をお願い申しあげます。
キャンペーンの詳細は下記 QRコードまたは、
こちら↓
http://kyotoymca.or.jp/?p=7942
を読み込んでご覧ください。

○お問い合わせ
キャンペーンの利用について　
wellness@kyotoymca.org
○寄付（支援）について
honbu@kyotoymca.org

編集後記：
この度、2回めのブリテン委員長を仰せつかりました。前
回の経験を活かし、楽しく読み応えのあるブリテンを目
指します！ご意見ご要望などなどございましたら、ドシド
シお寄せください。1年間よろしくお願い申し上げます。
（上田敦）
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山岸 裕明 7月4日
知らない人には還暦は越えて無いふりで２歳ごまかし
ております。７月４日からは３歳ごまかすことに成りま
すね！以前は年間４０回のゴルフが年間４～５回に
成りました。腰痛悪化と戦う６２歳です。

錦織 千文 7月7日
子どもが育つのは早いもので、長女も高校3年生にな
りました。受験の年ですので、気を引き締めて１年間
過ごします。

森野 茂 7月9日
58歳になります。健康が1番なんで誕生日前に身体チ
ェックをしてもらってます。あとは、行きたい場所がま
だまだあるので時間を強引に作って旅に出ます。先ず
は、南の島から順番に行こうかな。

篠原 きよ美 7月11日
今年は年女です。デパートで、ふと横を見ると背中が丸
くなった姿が鏡に映っていました。あかんやん！
次の寅年も元気に迎えられる様に背筋を伸ばし胸を
張って、愛犬と散歩に出かけたいと思います^_^

今村 夏美 7月11日
昨年10月に新しい家族が増えました。ミニチュアシュナ
ウザーの女の子です。8月には長女彩乃ちゃんが出産。
益々今村家が賑やかになるので楽しみです。

中西 彬 7月14日
33歳になります。3月に３人目子供が産まれ妻には苦
労ばかりかけてます。今年は少し家族の時間を作りた
いと思います。またワークには積極的にコメットを参
加させていたと思います。

山内 薫 7月19日
何の代り映えもなく平々凡々な１年が過ぎましたが、
病気も怪我もせずに過ごせて良かったなぁって思いま
す。これからも、健康で元気に生活が出来るように暴飲
暴食に気を付けて適度な運動を心掛けたいと思いま
す。

Happy Birthday

Happy Anniversary

岡山 聡・麻美夫妻 7月1日
結婚五年になります。今年から妻は育休も明け仕事に
行くようになりお互い忙殺されていますが、コロナも少
し落ち着いて来ているので今年は妻へ大好きな旅行を
プレゼントしたいと考えております。

余 東達・景子夫妻 7月4日
7月4日で12年になります。12年経つと明らかに嫁、子供
が強くなってきます。コロナ禍の中、何回か国内旅行に
行きましたが、キングサイズのベッドに嫁、子供達。そし
て私はいつも寝心地が悪いエキストラベッドです。もち
ろん、支払いは全て私です。笑。でも、今年も家族みんな
で旅行に行きたいですし、早く海外旅行に行けるように
なって欲しいです！

青倉 国士・智子夫妻 7月7日
24年になります。下の子は無事高校生になり、野球部で
頑張りながら高校生活を楽しんでいるようです。週末に
練習に付き合うこともなく、送迎もなく、子どもとの直接
的な関わりが減ってきた事に成長を感じつつ、寂しさも
少し…。 一年間 よろしくお願いします。

 3日（日） 夏季キャンプ開設ワーク 9時～ 旧神埼小学校
  7日（木） 第一例会：定時総会 19時～ Ｈ日航プリンセス
14日（木） 役員会 19時～ 三条ＹＭＣＡ
23日（土） 第二例会：納涼例会 18時～ 東華菜館

 4日（木） 第一例会：部長公式訪問 19時～ Ｈ日航プリンセス
18日（木） 役員会　 19時～ 三条ＹＭＣＡ
25日（木） 第二例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
28日（日） リトセン秋季準備ワーク 　　　 リトリートセンター

7月・8月の予定
7月の予定 8月の予定

岩本 ひとみ 7月20日
岩本の妻、ひとみです。1971年7月20日生まれ、かに座、
A型　今年で51歳になります。
山城高校時代に夫との交際が始まり33年間共に歩んで
今に至ります。現在も島津製作所に勤務中であり、これ
からも夫以上にバリバリ稼いで豊かな老後を共に迎え
る所存です。夫婦共々よろしくお願い致します。

藤田 一美 7月22日
前期高齢者最後の年です。まだまだやりたい夢は一杯
あるのですがねー『旅』がしたい！特に豪華船に乗って、
踊ったり、おしゃべりしながら食事。景色を見て、イメー
ジはドンドン膨らみます。いえいえ、私は今、老後介護で
がんばってます！くれぐれも主人ではありませーん。

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。


