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★クラブ会長主題 「もう一度！！心と体で
●今月の聖句

たい
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〜さすがウイングだからウイングクラブ〜

」

目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。
雄々しく強く生きなさい。何事も愛をもって行いなさい。

コリントの信徒への手紙一 第16章13〜14節

☆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』

「今期を振り返って、深く感謝。」 佐々木貫二
今期を振り返ってまずはみなさんに深く感謝申し上げます。本当にありがとう
ございました。
私事でみなさんには大変ご迷惑をおかけしました。
今だから言えますが当初私は、何度も何度も会長を辞めようと思ってました。
一番大事な家族を守ることが出来ないのに他の人を守ることができるのか？
そんな奴が会長を務めていいのか？言葉では表せないぐらいの複雑な気持
ちが続いていましたが、
メンバーの方々の温かい言葉、気持ち、姿勢、協力、そ
して子供、家族の協力に助けられました。本当にありがとうございました。
今期、会長主題に「さすがウイングだからウイングクラブ」
と題し取り組んでま
いりました。仕事に遊びにワイズ活動にすべてにおいておもいっきり活動する、
少しやりすぎなところもありますがこれがウイングクラブの良さだと感じてます
し、
さすがウイングだからウイングクラブだと私は思ってますし、1人でも多くの
メンバーにそう思って頂ければ嬉しく思います。今期、会長として皆様にとって
は、頼りない会長だったかもしれません、期待はずれだったかもしれませんが
私なりには自分の力は出し切りました。今期会長をして今となれば良かったと
思いますし良き経験をさせて頂きました、人の温かさをすごく感じさせても頂
きました。
メンバーの皆様、
メネットの皆様本当にありがとうございました。次
期からも精一杯精進致します。
詳しくは引き継ぎ例会でお話しさせて頂きます。笑
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●5月在籍者44名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
33名
0名
0名
0名
0名

●5月月間メイキャップ者数
●5月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
5月分
●ニコニコ 5月分
●ファンド 5月分

0 pt
0円
6,000 円
0円

第２例会
23名
11名
9名
4名
0名
2名
88.37％

累計
0 pt
累計
0円
累計 151,654 円
累計 448,948 円

6 月の強調テー マ

評価・計画
1年を振り返り、できた事はクラブをメンバ
ーを自分を、大いに褒めて下さい。出来な
かった事は、記録にまとめ次年度に活かし
ましょう！。次年度役員の方は、綿密な計
画を作りましょう！

岩本悟 理事（熊本にし）

5月の例会

司会：錦織ワイズ

【第一例会】日時：5月11日(木)

プログラム：３０周年記念アワー

【第二例会】日時：5月28日(木)

11:00〜

19:00〜21:00

ファミリー例会ローザンベリー多和田

ホテル日航プリンセス京都
体験型BBQ

３０周年記念例会何するの？

自然を楽しむバーべキュー野外例会

私は京都ウイングワイズメンズクラブ設立２５周年

快晴の天気の下、
ウイングメンバー、
メネット、
コメッ

ものが今回初めてになります。
「記念例会実行委員

のローザンベリー多和田に向かいました。今回のフ

の記念例会時は入会前だったので記念例会という ト、ゲストが烏丸御池に集合してバスで一路、彦根
会」
まで設立された事を考えるに非常に大きなイベ

ァミリー例会会場のこちらは、体験型の農園とバー

う事で改めて諸先輩方々の歴史と功績に思いを馳

した野菜をそのまま頂ける新しいスタイルのパーク

映された和太鼓の演奏を見た印象は勇ましく、猛々

の収穫をぎこちなくやり終え、洗ってそのまま鉄板で

ントと想像していました。
そして今回は３０周年とい

せるいい機会になりました。例会時にスクリーンに

しい、
と同時に完成時の達成感は他に変えようのな

いものと思います。
メンバーほぼ全員が未経験者で

ある可能性が高いので、練習量は想像がつきませ

んが、私は出来ればこの演奏に参加したいと考えて

ベキューが楽しめるという触れ込みで、自分で収穫

でした。小生も生まれて初めてのタマネギとそら豆

焼き焼き！美味しかったです。
メンバーも思い思いの

スタイルでバーベキューを楽しみあっという間に帰

る時間に。帰路渋滞がありましたが無事帰京。二次
会、三次会まで行かれたメンバーお疲れ様でした。

おります。
この先、４０年、５０年と歴史を刻み発展 （中村裕一）

していくウイングクラブに貢献する為に、
自分の役割
を考え、行動していきたいと思います。

（長谷川卓哉）
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5月の事業参加
【かもがわチャリティーラン】

【京都府立医大春のこどもコンサート】
日時：5月22日（月）場所：京都府立病院

日時：5月21日（日）場所：鴨川河川敷

賀茂川を走りぬけるチャリティーラン

「ぜったいに治る」府立医大病院コンサート

今年一番の31℃を超える夏日の中、京都ＹＭＣＡ

今年もwith kids smile春のこどもコンサートを最高

が主催の心身に障がいのある子どもたちのために

の天気で迎える事ができました。今年はゲストで上

ランが行われ、中継地点のサポートと出店でフラン

動を知って頂けたかと思います。私は残念ながら急

と支援するプログラムとして、かもがわチャリティー

治さんも参加していただき少しウイングクラブの活

クフルトの提供（昨年より保健所の通達により、かき

な仕事が入り準備だけ手伝い子供達の楽しそうな

が・・・・やむなし！？）
でも、運動後のおなかを満たす

でも覚えてます。一昨年は初めてのコンサートだっ

売れあっと言う間に完売！！容赦のない日差しの中

ず病室の窓ガラスと楽しそうに歌っているリーダー

氷が提供出来なくなり、こんな日は、かき氷の方

フランクフルトは列が出来るほどで、150本が次々と
の中継地点でのサポート、おいしいフランクフルト
提供、お疲れ様でした。そして、今年は参加ランナー

としてクウォーターマラソンに森本ワイズが出走し
て、見事に完走！！お疲れ様でした♪

北大路橋付

近の鴨川土手沿いでのＹＭＣＡの大きな事業で事

故もなく、200万円を超える収益金も集まった模様

姿は見れませんでしたが、一昨年の感動と衝撃は今

たので病室から外に出れない子供がいるとも知ら
達を遮って私は立っており、ふと後ろを振り返ると私

が邪魔でコンサートを見づらそうにしていた子供に
気付き自分の気配りの無さに落ち込んだ事を思い
出します。
また他の病室を覗くとベットの枕もとに筆

文字で『ぜったい治る』
と書かれた紙が置かれてい

た事の衝撃、健康な私が苦しみ戦っている子供達に

で、いい汗を掻いた一日でした！中西チャリティーラ

どんな言葉をかけていいものか解らず強張った笑

した。
（山内達也）

や病気を持った子供たちとの接触がなかった私

ン実行委員長、参加メンバーの皆さん、お疲れ様で

顔しか出来なかった事を思い出します。今まで障害

にとって『無力』
と
『感謝』を痛感した一日でした。今
年は違う接し方が出来るのか？心から手伝いが出
来るのか？

優しい笑顔で話しかける事が出来るか？この2年で

少しは変る事が出来たか不安でしたが参加できな

くて残念なような安心したような気持ちでした。

（松島正雄）
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Happy Birthday
谷口 豊

6月3日

6月3日で59歳になります。50代最後の1年となりました

（泣）。還暦が目前ですが、本人は全然関係なくまだ50代

前半の感覚です。体調もすこぶる良く、まだまだ仕事に

ワイズに楽しく元気にこの1年も過ごせたらと思ってい
ます。老人扱いはしないようによろしくお願いします(笑)

青倉 国士

北川 雅俊

6月24日

6月24日で53歳になります。昨年のこのくらいの時期に
ウイングに入会して9kg増えた体重をもとの63kgまで
戻したのにも関わらず、
また日々の暴飲暴食により、
今現在69kgにまでリバウンドしております。挙げ句の果
てに先日、結石が原因で水腎症まで起こす始末(苦笑)。
今年はウイングクラブ31期の会長としての大切な年と

6月11日

なります。

今年で53歳になります。去年から息子の少年野球に最

年長父兄コーチとして参加しています。おかげで8キロ

これを機に健康的な食生活に戻して頑張りたいと思い
ます。

の減量に成功しました。引き続きコーチとして頑張り、後

5キロ痩せて健康な中年男になります。佐藤浩市（ナイス

藤田 正純

北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日
メンバーのみの公開となります。
結婚して24年目に突入致します。おかげさまで毎日仲良

6月18日

今年で59歳になります！ 子供の頃59歳はお爺さんと
思っていましたが、
自分がこの年になると59歳はマダマ

ダ若いって感じです。
ここ7〜8年は毎年6月に手術をし

ており魔の6月と言われていますが、今年は大丈夫そう
です。

く明るく楽しい夫婦生活を送っています。いつも気にな
るのは毎年、私は色んな記念日は覚えているのですが
嫁は記念日をよく忘れています。それだけにサプライズ
な食事やプレゼントの企画をしますと喜んでくれるので
私も嬉しくなります。

還暦に向けむちゃ悪オヤジ頑張ります！

天根 静也

Happy Anniversary

バースデー・アニバーサリーは、

ミドル）を目指します。

それが良いのか悪いのかですがこれが僕たち二人にと
っては自然体なんですよね(笑)

6月22日

46歳になります。先日お寺でヨガをしたのですが、参加

者の誰よりも体が固かったです。
もっと体を動かして、心

も体も柔軟になりたいと思います。

佐々木 貫二・啓恵 夫妻

6月11日

結婚して17年、付き合って27年一緒にいてもらってます
笑。幸せ者です。お互い身体だけは気をつけて仲良く普

よろしくお願いします〜

通に暮らせていけば、それだけでじゅうぶんです。

6月の予定
1日（木）

６月の予定

第一例会：ゲストスピーチ

8日（木）

次期役員会

15日（木）

引継役員会

10日（土）11日（日） 西日本区大会
17日（土）

第二例会：引継例会

19時〜

19時30分〜
19時30分〜

18時〜

日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

熊本市民会館
日航プリンセス

編集後記：「ブリテン委員長を終えて」（篠原寿一）

1 年間、ブリテン委員会に、ご協力いただきましたありがとうございました。原稿を書くのが早い人やら、遅い人、忘れる人、
久しぶりなのに「また〜」と言って、原稿依頼を嫌がる人など、ウイングは様々な個性人たちがたくさん。
３回目のこの役職を終えて「一休み一休み」
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