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佐々木貫二／Knaji Sasaki
北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita
市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima
しん

★クラブ会長主題 「もう一度！！心と体で
●今月の聖句

第1号

たい

〜さすがウイングだからウイングクラブ〜

」

主は、決してあなたをいつまでも捨て置かれはしない。
主の慈しみは深く 懲らしめても、また憐れんでくださる。
人の子らを苦しめ悩ますことがあっても それが御心なのでなない。
哀歌３章３１〜３３節

しん

☆国際会長（IP）
JOAN WILSON
主 題： "Our Future Begins Today"
“われわれの未来は、今から始まる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Together We Can Do So Much
More"
“手を取り合えば、今よりさらに多く
のことができる。”
☆アジア地域会長（AP）
Tung Ming Hsiao（台湾）
主 題："Respect Yʼs Movement"
“ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Solidify the Yʼs Men Family Better
World"
“よりよい世界のために、
ワイズメン
・ファミリーの絆を強めよう”
☆西日本区理事（RD）
岩本悟（熊本にし）
主 題：
「ワイズ魂で 更なるワイズの活性
化を！」
“Energizing Yʼs Men”
☆京都部部長
廣井武司（京都プリンス）
『子どもたちの未来のために
さあ始めよう、
ワイズの叡智と行動で』

たい

「もう一度！！ 心と 体で」

〜さすがウイングだからウイングクラブ〜
第30期会長

佐々木貫二

みなさま改めまして、会長承認ありがとうございます。いよいよスタートです。今は30

期に向けやる気満々の気持ちでいっぱいです。

次期30周年記念例会、そして未来へ向けてウイングクラブはどうしていくべきか、そ

して私らしい形でどうしていくべきか、
どう導いていくべきかを考えました。
こころ
からだ

心 (感情) 体（行動力）
で表現していくこと
それは、格好を付けず、失敗をも恐れず、
しん
たい

です。
その思いで会長主題に
「もう一度！
！心と体で」
と題しました。
こころ

しん

からだ

みなさま、心と 体 でワイズLifeを感じてますか？楽しんでますか？この主題の「心」
と
たい

は例会と委員会に望む姿勢です。
そして、
「体」
とは、事業とワークに望む姿勢と言うこと

です。
どちらに対しても、
しっかりとした意識を持って参加できてますか？

我がウイングクラブの良さは前向きな明るさ、楽しさ、楽しませ方だと思います。
この
しん

良さは一切変える必要はありません。
しかしここ数年、特に
「心」の姿勢に対してのメリ

ハリを感じなくなってきたと私は思っています。

私はクラブにとって一番大事なのは月に2回の例会、月に1回の委員会だと思います。
たい

である事業と
ここでメンバー内での話し合いが個々の気持ちに意思疎通を作り、
「体」
ワークへの大切さへ繋がっていくと思います。

今期は特に例会に対しての楽しい中にも厳しさ・緊張感を持ちもう一度初心・基本に

戻りまた、活発な委員会がクラブの活性化を生むということは言うまでもありません。
たい

である活動に繋がってくると思います。
それがすべての「体」

今のウイングクラブにとってメンバー内での話し合い、気持ちを伝えあうということが

何よりも大事なことであり、その時期が来たと思います。

我々ウイングメンバーひとり一人が「さすがウイング！だからウイングクラブ！」なんだ

と感じられる、誇りに思えるクラブLifeを皆で作っていきましょう！
！
これからも佐々木貫二よろしくお願い致します。
DATA OF JULY
●6月在籍者45名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
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第１例会
32名
0名
0名
2名
0名

●6月月間メイキャップ者数
●6月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
6月分
●ニコニコ 6月分
12,000 円
●ファンド 6月分
0円

7 月の強調テー マ
第２例会
40名
13名
0名
2名
0名
入会者1名

0名
91.1％

累計
0 pt
累計
0円
累計 167,030 円
累計 498,457 円

Kick-oﬀ
EMC-MC

MCは新会員増強と意識高揚を図ること。楽
しく充実した例会運営を図り、メンバー間
の親睦を深め魅力あるクラブ作りを目指し
ましょう！

山籘 哉

EMC事業主任

（京都グローバル）

6月の例会

【第一例会】日時：6月2日(木)19:00〜21:00

ホテル日航プリンセス京都 司
会：長谷川ワイズ プログラム：祇園祭もこれで安心！「帯締め講習」ゲスト：服
部有樹子先生【第二例会】日時：6月18日(土)18:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都 司会:北川ワイズ プログ
ラム：「引継ぎ例会」（会長・三役・委員長）

夏の予感浴衣帯締め講習会

終りと始まり引き継ぎ例会

６月第１例会は服部和子きもの学院、副院長の服部有樹子様

恒例ではありますが、北川ドライバー委員長と明美メネットの

をクイズ形式でして頂き、その後はグループに分かれての帯締

る引継例会が行われました。当日はタキシードと蝶ネクタイ姿

プログラムとなりました。

ですが、完璧な着こなしで薫メネットとお二人でのキャンドル

を迎えての｢帯締め講習｣でした。最初は和装についての説明
め実践講座となり、
メンバー参加型の非常に構成上手なメイン
その中で、着物柄についてのお話で…

｢獅子身中の虫｣とい

う言葉の意味を教えて頂き、語学力のない私は、
また一つ教養

司会で昨年７月に就任された山内会長の１年の集大成であ

での入場となり、
ドライバー委員会PTが用意されたものらしい
サービスで始まりました。

今期は、会長主題に
「温故知新」
を掲げられてスタートしました。

を身につけることができました。

ウイングクラブ維持発展のためには、設立当初からのメンバー

また私自身、和装に興味はありましたが、今までに着物や浴衣

とが出来れば、
クラブ本来の活動を正確に理解することが可

させてもらいご機嫌でした。
（自分でいうのもなんですが…か

という意味で会長主題を掲げられました。

売られる理由がよくわかりました。

もとても上手にスピーチをされていました。
キックオフの時と比

力により、成り立っていることを最近、今まで以上に感じており

くらいの上達ぶりでした。

（組織にいると怖い…早速、会話に取り入れております。）

に触れる機会がなかったので、井上 英也ワイズに何着かを着

なり似合ってました。）
また、英也ワイズが出張で多くの着物を
最後に… このような例会が委員長並びに役員の方々のご尽

ます。いつもありがとうございます。
（佐藤昌利）

の活動理念を中堅、入会歴の浅い新入メンバーへ伝承するこ
能になり必ずや新たな未来に向けて邁進する原動力になる。
引継例会は２４回目の例会ですが、
さすがに山内会長の挨拶
べればそれはそれはもう流暢という言葉がピッタリ当てはまる

また、入会式も行われました。藤田EMC委員長へマイクをお渡

しての執り行いでしたが上田ワイズをお迎えすることが出来ま
した。期初に入会された西野ワイズが早速期末でスポンサー
をして頂いたことは今後のウイングクラブの活性化に繋がるの

ではないでしょうか。
メンバー増強は、
クラブ維持発展に必要
不可欠であることの再認識にもなりました。

各委員長、三役の引継を終えて最後に次期佐々木会長へのバ

ッジ交換でフィナーレとなりました。例会・役員会・三役会・Ｙ

サ事業・ＣＳ事業・・・スケジュール帳はワイズ以外を探すのは

難しいぐらいで、当日も２次会・３次会へとすべて参加された

山内会長に感謝気持ちを込めて言葉を送らせていただきます。

「本当にお疲れ様でした。
」
（岸本伸也）
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6月の事業参加
【引継役員会】日時：6月16日（木）場所：モリタ屋
【第１９回西日本区大会】日時：6月25日（土）26日（日）場所：松下IMPホール

ホテルニューオオタニ大阪

宴会 のち 引き継ぎ

大人の修学旅行西日本区大会

引継役員会は私にとって初めての経験でした。入会して２年

今年もワイズの修学旅行にあたる西日本区大会に一泊で行っ

目でまさか委員長という役を仰せつかるとは思ってもいません

てきました。今年は、昨年に引き続き大阪でしたので観光気分

物尽くしの毎日を過ごしています。引継役員会では２９期役

けてウイングは例年のごとく他クラブに
「アホちゃう！」
と言われ

でした。５月に役員研修会に参加し６月に役員会に参加し、初

ではなかったですが、土曜の昼・夜・日曜日の昼から夕方にか

員の皆様が、それぞれの活動について良かった事や苦労した

ながらもやんちゃなIワイズに連れられ飲み続けました
（笑）

深いものでした。今までは例会の始まる時間までに間に合えば

クラブ会長がバナーを持って歩くのではなく壇上に座っていて

りました。２９期役員の皆様本当にお疲れさまでした。
しっか

山内会長の最後の勇姿に大きな拍手が沸き起こってました。

います。
（長谷川卓哉）

今年のウイングの表彰は、いくつかありましたが大きなのは

事など、
この場でしか聞けない本音が垣間見られ非常に感慨

初日のオープニングは、いつものバナーセレモニーでしたが各

いいという感覚でしたが、考えを改めさせて頂く良い機会にな

立つだけでしたので少し盛り上りにかけましたが、

りと引き継ぎ、佐々木会長のもと１年間学ばせて頂きたいと思

山内会長、1年間本当にお疲れ様でした。
EMC優秀賞でした。

西日本区大会は、西日本区の各クラブや部がどんな活動をさ
れてるのかがよく分りますし、1年に1度しか会わないワイズに
会えるのが楽しみです。来年は、ぜひ新しいメンバーも一緒に
熊本で行われる西日本区大会へ行きましょう！
（谷口豊）

こんにちは。京都ＹＭＣＡ本部・国際担当の關（せき）つぐみと申します。初めまし

職員さん紹介

Y
M
C
A

ての方も多いかと思いますが、今年で入職3年目に突入しました。
よろしくお願い

します。生まれは東京ですが、育ちは奈良です。趣味は映画鑑賞とフラメンコです。
暇さえあれば一日家にこもって映画5本、
という日もあります。
フラメンコは去年か

ら始まった京都ＹＭＣＡの教室で習っています。

大学では国際系の学部に所属し、そこで第二外国語として始めたスペイン語に出

会いました。学ぶほどにおもしろさを感じ、気がつけばスペインへの一年間の留

学を決めていました。留学後も中南米へ旅をするなど、
スペイン語漬けの大学生
活でしたが、今ではもう少し英語も本気で勉強すればよかったなと日々感じてい

ます。

野外事業部での仕事を経て、現在は本部の国際を担当しています。具体的には、

日本語科留学生との交流プログラムを企画する国際ボランティア会や、ユースの

本部・国際担当
關（せき）つぐみさん

海外派遣業務、パートナーＹＭＣＡとのやりとり等々、
とりあえず「国際」
と名のつ

くものすべてに関わっていると思っていただければよいかと思います。一階事務
所、受付からみて右奥に座っておりますので気軽にお声掛けください。
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新メンバー自己紹介

上田敦YʼS

この度、入会をご承認いただきました上田敦（うえだ あつし）
と申します。昭和４３年（１９６８年）
６月２８日生まれで、４８歳になったばかりです。家族は妻と娘２人の四人で、左京区岩倉に住んで
おります。子どもが小学生に入ったころからファミリーキャンプに行くようになり、年に数回、家族でキ
ャンプに出かけております。弁護士という職業柄、時間が不規則で、何かと家族には迷惑をかけっぱ
なしではありますが、家族愛に満ちたウイングクラブのメンバーの皆さんを見習いながら、
もっともっ
と家族を大切にしていきたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

Happy Birthday
宮谷美保子

7月3日

今月で４４回目の誕生日を迎えることになりました
主人と知り合い２６年目に突入です。
２８歳から子育て中心に主人も当時はサラリーマンであり全
国転々と移動を繰り返す日々で付き合いなどと言っては飲み
会ばかり大変な思いをした記憶があります。
しかし独立して最
近は家庭にも気を使ってくれているように思えます。
少し私も時間的に余裕があり新しい趣味を見つけ自分の時
間作りに努めようと思っております。

今村

夏美

7月11日

43歳になりました！
娘の千聖は1歳。体力の無さを感じつつ、毎日バタバタと楽し
く子育て真っ最中です。なかなか自分の時間は持てませんが、
毎日成長する娘と共に1日1日大切に♥♥私も日々成長できれ
ばなぁ〜〜と思ってます(^ ^)
主人のおかげで、ワイズの皆様や、メネットの方々と仲良くし
ていただいて本当に感謝しております♥♥これからも親子
共々仲良くしてくださいね♥

山内 薫
7月19日
この歳になると、一年があっという間に過ぎてしまいま
山岸裕明
7月4日
すので、今年こそは、何か目標を立てて行動したいと考
５６歳。超オッサンですよね！今年の目標は３つ。
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。
えております。身体の方は、今のところ不調もなく健康で
①慣れないスマホ、思った所に指がタッチ出来る事。
すが、安心せずに体調管理をしていきたいです。
②ランニング復活、体重５㎏ダウン。

③恋をする事。
ダンディーなオッサンに成れますかね？

小田

篠原きよ美
7月11日
思春期はスポーツに汗を流し、素敵な異性にドキドキし
ますが、突然に、汗が流れ理由なくドキドキする最近は
何期でしょうか？５４歳になります。

和佐

7月20日

先日のファミリー例会は子供共々楽しい時間を過ごさせて頂
きありがとうございました。
今後も参加できる会があればよろしくお願い致します。

藤田一美

7月22日

最近立ち座りに、
ヨイショ！とかけ声をかけないと動けなくな
った私。園の行事でいつも前に立っていたのに、遠足に行っ
ても座りたくてしょうがない私。お父さん、動けるうちに旅行に
連れて行って下さい！

Happy Anniversary
青倉国士・智子夫妻

７月７日

気付けば、交際期間を含めると嫁の人生の半分以上を共に過
ごしてきました。お互いに年を重ねて中年になり、授かった長
女は高３に、長男は小４になりました。あたり前の毎日に感謝
をし、家族仲良く１９年目突入です。

本多悠祐・真由子夫妻 ７月25日

7月25日で結婚して7年になります。
今年の春に娘が小学校に無事入学する事が出来たのも私が
夜の仕事に専念できるのも全て妻のお陰だと感謝しています。
これからも妻への感謝を忘れず仕事や家族サービス頑張りま
す。

7月・8月の予定

7月の予定

8月の予定

3日（日） リトセン夏季準備ワーク9時30分〜

リトリートセンター

4日（木）

第一例会：京都部公式訪問

7日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

7日（日）

ﾘﾌﾚｯｼｭﾌｧﾐﾘ〜ｷｬﾝﾌﾟ

10日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

18日（木）

14日（木） 役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

23日（土） 第二例会：納涼例会

19時〜

東華菜館

役員会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

リトリートセンター
19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

20・21日
（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

8時30分〜

サバエキャンプ場

25日（木）

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：Yサアワ―

編集後記 ブリテン委員長３回目なんですけど、やっぱり原稿遅れが多い事、原稿遅れも罰金、それともニコニコ早くて、良い
原稿には、賞金？何か良い方法あれば誰か私に教えてください。
（篠原）
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