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★クラブ会長主題
●今月の聖句

ローマの信徒への手紙12章15節
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DATA OF OCTOBER 1月の強調テーマ

IBC・DBC
新しいワイズの世界を求めてIBC／DBCのお
見合いをしましょう！
積極的なアプローチから広がる世界の仲間
との親睦の輪、和、話！

森田美都子　国際・交流事業主任
（京都パレスクラブ）

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
4名
0名

第２例会
39名
20名
23名
28名
0名

喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。
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新年あけましておめでとうございます。
まずは先日のクリスマス例会歴史に残る、記憶に残る最高のクリス
マス、ウイングクラブらしい手作り例会でした。ありがとうございました。
そして、今期も半分終えることができホッとしてます。
スタート前から家族の事でいっぱいいっぱいで、始まってからすぐに

「またかぁ」と、会長として皆さんの先頭に立って頑張れるか内心不安
の塊でした。しかし、役員の方々、そしてメンバー皆さんに助けて頂き
やって来れました。本当に感謝しております。
残る半分は、来期の北川次期会長に良いムードでバトンタッチでき
るように、そして次期には、我がウイングクラブ30周年記念例会もあり
ます。
この半年は今以上個人的に、そしてメンバー全体で同じ目標を持っ
てひとつになって協力し頑張らなければならないと感じてます。
個々で意識を持ってがんばっていきましょう！
そしてまず私達がさすがウイングだからウイングクラブなんだと思え
るクラブ作りを皆で作っていきましょう！
こんな私ですが来年も、どうぞよろしくお願い致します。

会　長 President 佐々木貫二／Knaji Sasaki
副会長 VicePresident 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
書　記 Secretary 谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita 
会　計 Accountant 市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima

会長　佐々木貫二
☆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 Y’s Movement"
 “ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Solidify the Y’s 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 Y’s 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』　

「上半期を終え、下半期に向けて　ごあいさつ」



【第一例会】日時：12月1日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　
　プログラム：「金浦クラブキムチ漬け事業報告、IBC締結先経過」
【第二例会】日時：12月18日(日)　18:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　司会：今村ワイズ・今村メネット
　プログラム：クリスマス例会
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12月の例会

１２月に入り、もう今年も１年終わるなあ～、はやい
なあ～と毎年感じる中、１２月第１例会はキムチ漬
けの報告でした。実際に私自身、キムチ漬けに行っ
たことがないので大変興味深く報告を聞かせてい
ただきました。写真もまじえながらの報告会となり、
実際のキムチ漬けの現場であったり、作業風景であ
ったりと当時の様子がうかがえて、こんな感じでキム
チ漬けをやっているんだと参考になりました。
寒さに耐え、体力がいるこの大変な作業を、韓国の
女性の方が主にやられると言うことで、大変驚きま
した。腰痛持ちの私には辛いなあ～と。また、韓国も
日本同様に天候不順により野菜の価格が高騰して
いる中での白菜の量も多かったように思いましたが、
昨年、一昨年はその3倍ぐらいの量を漬けたとの事
も驚きました。
来年は一旦、キムチ漬けの作業は中止となりました
が、今後の交流は続けていく方向だということで、ま
た何らかの機会があれば私も参加してみたいと感じ
ました。
個人的には、韓国夜班の報告も聞きたかったです。
今回、韓国でキムチ漬け奉仕に参加された皆様、本
当にお疲れ様でございました。（山下功二）

メンバー・メネット・コメット・ゲストそしてその家族。総勢約１
１０名で盛大に行われました。今回田中さんの入会式が行わ
れ、新しい仲間が増えました。本当にうれしいことです。これか
ら様々な事業でご活躍いただけると思います。そして恒例の
佐々木会長サンタさんからのプレゼントタイム。子供達に顔を
見ているとこっちまで笑顔になりますし、いい思い出になった
ことと思います。そしていよいよメインイベント。今回は各事業
委員会の出し物です。みなさん全然練習できてないという話を
よく聞きましたが、ふたを開けてみると各委員会かなり仕上げ
てきています。我がＣＳ委員会はマトリックス卓球です。宮谷
委員長を中心に忙しい中大道具・小道具作り、そして練習とが
んばってきました。当日も宮谷委員長と中西・奥村・松島ワイズ
は１２時に集合し道具作りの仕上げ。他のメンバーはホテル
に２時に集合して準備と練習。これで大丈夫と２階のバーで
ほっと一息。例会の始まるころにはかなり出来上がっています。
そしていざ本番！みんな緊張とお酒のせいか最初の段取りと
かなり変わり必死です！私も中西ワイズの後ろで足を動かして
いましたが、途中で舞台の奥に落下。もうわけがわからなくな
りましたが、なんとか無事終了。なんとメネット会に次ぐ２位と
なりました！まじでうれしかったです！中村夫妻選んでいただき
ありがとうごいました！優勝のメネット会の出し物がＣＳ委員
会のすぐあとでしたので見られていないのですが、北川メネッ
トを中心にみなさん忙しい中がんばっておられたので、優勝と
なりほんとよかったなぁと思いました！谷口メネットのトーク最
高でした！私個人てきにはファンド委員会のパーフェクトヒュー
マンの仕上がりがすごく、かなり練習されたのだろうと思いま
した。
そして締めはドライバー員会のピコ太郎軍団のバックダンサ
ーの元、西沢ワイズの歌で大人も子供も歌って踊って最高の
盛り上がりの中終了しました。メンバーが忙しい中真剣に練習
した出し物を披露している姿は、ウイングの団結力をさらに高
めたのではないでしょうか。佐々木会長が閉会の点鐘の時に
おしゃってましたが、本当に記憶に残るすばらしい例会でした。
ドライバー委員会の皆様本当にありがとうございました。（井
上篤）

楽しいキムチ漬け報告会あ、腰が・・・ 記憶に残る素晴らしい例会
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今年のマリアの会クリスマス会は例年より早い時期に開催さ
れました。いつもはウィングのクリスマス例会と同日で昼と夜
のダブルパーティーが恒例でしたのでメンバーの体は楽でし
た。ただ早い時期にあると事業所さんが出し物の練習する時
間が少なかったようです。
が、一生懸命歌と踊りを楽しんでいる姿が感動的でした。私と
岸本ワイズでのユニットも昨年に引き続き楽しく歌わさせてい
ただきました。「島人ぬ宝」では皆様がいやささと掛け声をか
けていただき盛り上がりました。宮谷ＣＳ委員長の軽妙な司
会も宴を盛り上げ、武村ワイズのビンゴの司会も絶妙でした。
そして今回初ベストドレッサー賞をサプライズで設定しウィン
グのベストドレッサー松島ワイズが選ぶという企画。男性女性
1名ずつ、選ばれた方はめちゃめちゃ喜んでいました。恒例の
プレゼント交換もあり皆様楽しんだクリスマス会になりました。
（西沢剛）

練習の成果を見てマリアの会クリスマス 

【マリアの会クリスマス会サポート】
  

北の山が薄っすらと雪化粧の中、今年最後の事業のクリスマ
スキャロリング行われました。
昭和30年から始まって60年を超える歴史ある活動だそうです。
18：00より1階ホールにて市民クリスマス礼拝のセッティング、
19：00より讃美歌のピアノ演奏により、礼拝が厳かに始まり、ク
リスマスメッセージでは室町教会の牧師様が
「愛は欲するものではなく、愛は与えるもの、光は奪うものでは
なく、自ら照らすもの」と話され、ん～！（深）私達の奉仕活動も
してあげているのではなく、奉仕活動が出来ることの喜びと感
じたらなぁ～などと考えながら、拝聴していました。その域にま
だまだ、達せていないが・・・そして、寺町京極など3か所を中年
合唱団で讃美歌を3,4曲ずつ合唱しました。外国人、特に西洋
人の方々が足を留めスマホを片手に
聞かれていました。（良かったのか？異様なのか？笑）ＳＮＳで
世界に拡散かなぁ～？
最後に三条Ｙ前で合唱にて終了！温かい紅茶とお菓子を頂き、
ホールを元に戻して、完了しました。師走の週末なのか？参加
メンバーが少なかったのが気になりました。
寒い中、参加者の皆様、お疲れ様でした！（山内達也）

賛美歌が京都の町に響きます

【クリスマスキャロリングサポート】
  日時：12月16日（金）場所：三条YMCA　１２月の事業参加

日時：12月4日（日）場所：ホテル日航プリンセス京都　

12月17日成望館忘年会そして少し早めのクリスマス会に宮谷
CS委員長と寄せて頂きました。忘年会というよりはクリスマス、
クリスマスというよりはハロウィンパーティのように皆さん仮装
されてて手作り感満載の楽しい会でした。成望館の忘年会は
望年会と書かれてました。その年で全て終わらすのじゃなく、
夢、望み、目標を次の年にも続けて行こうという意味らしいです。
（佐々木貫二）

望年会という忘年会

【成望館忘年会】
  日時：12月17日（土）場所：成望館　

新入会メンバー紹介 （田中富基 Y’ s）

この度、弘前高校の同窓生である西沢ワ
イズの紹介で入会させて頂きました田
中富基です。１９７９年に関西学院大
学経済学部を卒業して野村証券（株）に
入社、国内外を異動し昨年６０歳で定
年退職致しました。現在は、大阪北浜で
個人の資産運用を行うPrivate Banker
業を営むと同時に、知見を次世代に引
き継ぐべく三重大学の講師や京都大学
大学院の研究会に所属して、「地域イノ
ベーション学」や「人工知能と人間社会
の在り方」などを研究しております。自宅
は宝塚市雲雀丘に妻とミニチュアダック
スのノエルとペルシャのソフィと一緒に
住んでいます。長男・長女と孫が２人い
ます。素敵なメンバーになれます様に。
皆様宜しくお願い致します。



佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日
今年は長男・長女共に大学と高校受験の為、とても重要な時
期で19回目の記念日を迎えます。最近は家族皆がそれぞれ、
自分自身の将来の目標にむかってがんばっています。
私自身は「問題がなく１日を終えることに１番の幸せ」を感じ
ながら、新たな目標にむかい日々過ごしております。
最近しみじみ…「目に見えない部分で家族の生活の基盤を支
えて」くれている妻に感謝しております。

中村 裕一 1月4日
52歳になってしまいました。年末にパーフェクトヒューマンの
ダンスさせられたおかげで少しシェイプされた体型が維持出
来たらと思ってますが、多分年始で戻っている事でしょう。仕事
面では今年は新事業なしで専守防衛に徹し社内体制を充実さ
せます。

小田 竜哉 1月4日
４１歳になります。
本厄の年ですので例年以上に何事にも注意しながら１年を突
っ走りたいと思っております。

井上 英也 1月8日
あっという間の1年。今年も新しい事にチャレンジします。73才
未だ未だ年寄りにはなりません。

亀井 剛 1月17日
角が取れて丸くなりました。人の思いや立場が前よりもよくわ
かるようになりました。そして、人の厚意が何にも増して幸せに
感じられます。季節の変わり目がよく感じられるようになりまし
た。齢を重ねるのも悪くありませんね。72歳になりました。

谷口 紗知子 1月19日
この原稿を  25日までに！
と 言われていたにも関わらず
何故  遅れたのか…
それは  あの頃 Xマス例会の出し物 大きなかぶ で頭を支配さ
れていたから……
寝ても覚めても かぶ
口を開けば かぶ
取り憑かれているのではなかろうかと思う日々…
そして 18日  無事終わり
かぶから解放された…はずだった… なのに それ以降 文章を
考えようとすると  又々かぶが
現れ！  かぶの祟りか 後遺症かと 不安な日々…
そして 気付けば なんと  期限が切れているではありませんか！ 
そう！ それもこれも
全てかぶのせい！
かぶ   恐ろしや～～

北川 明美 1月26日
一月生まれは年が明けると、また1つ年が増えると実感します。
誕生が嬉しい歳でもなくなり、仕事場には子供と同じ年頃の若
手がどんどん増えてもきましたが、メネットではまだまだ若手？
今年も皆様よろしくお願いいたします。

Happy Birthday

  2日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～　 Ｈ日航プリンセス
  5日（日） 国際チャリティーイベント 11時～　 三条ＹＭＣＡ
  9日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
16日（木） 第二例会：TOF例会  19時～ 
26日（日） CSチャリティボウリング 15時～ しょうざんボウル

 

12日（木） 第一例会：新年例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
19日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
26日（木） 第二例会：半期総会 19時～ Ｈ日航プリンセス

1月・2月の予定
2月の予定1月の予定

Happy Anniversary
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編集後記　光陰矢の如しといいます。楽しいことも苦しいこともあっという間に過ぎ去ります。人生は短い。悔いのないように気
持ちを新たに今年もしっかり生きていきましょう。（亀井）

12 月 2日（金）に發氣揚意の館 一二三で、
奥村ワイズの古希を祝う会が、行われました。
奥村ワイズおめでとうございます。

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。


