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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

☆国際会長（IP）
Henry Grindheim（ノルウェー）
主 題： "Friendship across the borders"
“国境なき友情”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Let us walk
in the Light - together."
“ともに、光の中を歩こう”
☆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）
大野 勉（神戸ポート）
主 題：2022年に向けて
「心身の健康づく
りから、
クラブの健康づくりへ」
“Healthy mind & healthy body
make healthy club”
☆京都部部長
竹園憲二（京都ZERO）
主 題：“Al Hands on Deck!”
それぞれの場所で、それぞれの力を
尽くす。
そして時には一つに合わさっ
たら、
もっと素晴らしいことが出来る
と思います。

旅をしていたサマリア人はそばに来るとその人を見て憐れに思い近寄って傷に油と
葡萄酒を注ぎ包帯をし自分のロバに乗せ宿屋に連れてき介抱した。そして翌日にな
るとデナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡して言った。「この人を介抱し
て下さい。費用がもっと掛かったら、帰りに払います。」
ルカによる福音書 第 10 章 33 〜 35 節

「協力＝強力」

第31期会長

北川雅俊

31 期はウイングクラブ 30 周年を迎える大きな節目の期であります。
この大切な記念すべき年にわたくしが決めた会長主題は「協力＝強力」
です。一人の目では一つしか見えなかった事も、メンバー全員で見つ
めれば新しい何かを発見できるかもしれない。一人の耳ではわからな
かった事も、メンバー全員で耳を傾ければ解決に導くことができるか
もしれない。一人の声は小さくて届かなかった事も、メンバー全員で
語りかければ思いを伝えることができるかもしれない。メンバー一人
ひとりはとても弱く非力だけど、メンバー全員が協力し合い一つにな
れば、それはとても強い力になり得るのです。
ウイングクラブはとても結束力の強いクラブであると自負しておりま
すがまだまだ足りません。今期はキャリアの若い委員長、経験豊富な
メンバーで各委員会を構成した理由も「協力＝強力 」にあります。気力、
知力、体力等の全メンバーお互いの持ち味を活かして頑張って頂きた
い。「言うは易く行うは難し」、口で言うのはたやすいけれども、それ
を実行することはむずかしい！！ それを乗り越えれるのがメンバーの
協力です。参加が出来なくても声かけだって大切な力です。そして強
力な力になります。「協力＝強力」！ 31 期メンバー一枚岩となり最強
のウイングクラブにし素晴らしい 30 周年を迎えましょう！みなさん 1
年間よろしくお願いいたします。
DATA OF JULY
●6月在籍者42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
7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
14,000 円
●ファンド 6月分
0円

7 月の強調テー マ
第２例会
38名
13名
0名
6名
0名
0名
95.35％

累計
0 pt
累計
0円
累計 165,654 円
累計 554,920 円

Kick-oﬀ
EMC-MC

MC-新会員増強と意識高揚:楽しく出会いの
ある例会作りを通して会員候補を発掘し、
メンバー相互が例会・事業などで親睦を図
り、このような仲間を増やしたいという意
識を高めましょう！

三科仁昭EMC事業主任
（京都東稜）

6月の例会

【第一例会】参加者：メンバー32名、ゲスト7名
日時：6月2日(木)19:00〜21:00
プログラム：ゲストスピーチ

ホテル日航プリンセス京都

ゲストスピーカー

司会：上田ワイズ

須藤泰司(東映株式会社企画制作部長)様

須藤様の演劇三昧の学生時代から就職に至るまでの話や東映の撮影所にまつわる歴史的なお話やエピソードをいろいろ楽

しくお聞きしました。上田ワイズの学生時代の意外な一面も垣間見ることになりました。

【第二例会】参加者：メンバー38名、メネット１３名、ゲスト６名
日時：6月18日(土)18:00〜21:00

ホテル日航プリンセス京都

プログラム：「引継ぎ例会」（会長・三役・委員長）

司会:今村ワイズ・今村メネット

記憶に残る引き継ぎ例会
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6月17日ホテル日航プリンセス京都にて、6月第2例会引き継
ぎ例会が行われました。
まずは、佐々木会長・三役・役員・メン
バーの皆様、一年間お疲れさまでした。一年間の集大成である
引き継ぎ例会は、毎年笑いあり、涙ありの記憶に残る例会が多
いですが、今期もメンバーの皆様の記憶に残る例会になった
と思います。
また、あのメンバーが！？このメンバーも！？といっ
たメンバーが涙を見せた場面もあり、私も目頭が熱くなってし
まいましたが、会長以下メンバーの皆様には、公私ともに色々
なことが重なり、非常に大変な日々が続いていた事もあり、無
事この日を迎えられたことを心より祝福させて頂きます。
さす
がウイング！だからウイング！まさに、それを体現された一年間
だったのではないでしょうか。
そして３０期が終わり、同時に３１期が始まります。３１期に
は、３０周年記念例会が開催されます。今期もまた、大変な一
年になると思いますが、北川新会長以下・三役・役員・メンバー
の皆様、３０周年記念例会に向けて、邁進していきましょう！
最後にもう一度、佐々木会長、一年間本当にお疲れ様でした。
そして、北川新会長、一年間よろしくお願いします。
ありがとうございました。
（山田祐輔）

6月の事業参加
【第１９回西日本区大会】

日時：6月9日（土）10日（日）場所：熊本市民会館

北川会長の新体制スタート
【各委員会の目的を再認識しましょう！】
【YMCAサービス・ユース事業委員会】西野 健次 委員長
YMCAが希望する支援を的確かつタイムリーに把握し、積極
的にサポートするためにメンバーに参加要請を促すとともに
多くのメンバーがワークを通じて協力＝強力を体現できるよ
う工夫する。
【地域奉仕・環境事業委員会】松島 正雄 委員長
支援先の利用者のコミュニケーション力を養える様な企画を
し『共に創り・共に喜ぶ』を目指す！

6月9日・10日に熊本で行われました西日本区大会表彰の当ク
ラブの受賞分をご案内します。
・YMCAサービス・ユース事業表彰は、優秀賞とYサ・ユース献
金優秀クラブ賞 （最優秀賞は中西部で、優秀賞は、当クラブ
と他16クラブが受賞）
・EMC事業表彰は、年間出席率90%達成クラブ賞
・国際・交流事業表彰は、ユース交流賞とＢＦ100%達成クラ
ブ賞 （ユース交流賞は、当クラブと神戸クラブ、姫路Y-3クラ
ブが受賞） 以上です。
ちなみに最優秀クラブ賞は、熊本ひがしクラブです。受賞理由
は、熊本水前寺クラブチャターと熊本地震被災者支援の貢献
が高く評価された為となっています。
優秀クラブ5クラブにもトップスクラブとグローバルクラブが
入りました。北京都フロンティアクラブCN支援が受賞理由と
なっています。
CS献金優秀賞とTOF献金優秀賞は、
トップ10のクラブが表彰
されています。やはり、新クラブ設立は大きな影響力となるの
と各事業の表彰基準を確実に捉え、
クリアーするのが受賞へ
の近道かと思われます。
（谷口豊）

【サバエキャンプ場ゲート設置】

日時：6月4日（日）場所：サバエキャンプ場

【EMC事業委員会】稲垣 康生 委員長
EMCは、Extenshon（新クラブの設立）, Membership &
Conservation（新会員増強と意識高揚をはかること）の略。
メンバー同士の親交を深め退会者をなくし、新メンバーの獲
得を図る。
【ファンド事業委員会】小田 竜哉 委員長
奉仕活動資金として各メンバーから会費の中から月2,000円
徴収しクラブ全体で年間約100万の資金を確保しているが、
それ以上の資金確保のために活動する委員会。じゃがいもフ
ァンドはメンバー以外の人にYMCAの活動に関心を持っても
らうということも目的にしている。
【国際・交流事業委員会】中村 誠司 委員長
IBCは（International Brother Club の略）国際兄弟クラブ、
DBCは（Domestic Brother Club の略）国内兄弟クラブの訳。
ワイズメンズクラブが海外や国内の特定クラブと兄弟縁組を
行い、永続的な交流を重ねる事業。
【広報事業委員会】天根 静也 委員長
ウイングクラブの活動意義や目的を活字でブリテンという形
で作成し、メンバーはもとより他のクラブや一般の人に様々
な方法で知ろしめす事業。
【ドラーバー委員会】木下 敬悟 委員長
年間24回の例会の企画と例会の実施、メンバーが緊張感をも
って例会に参加するための啓蒙活動などを行う。
【30周年記念事業委員会】武村 松一 委員長
ウイングクラブ30周年のために特別に作られた委員会で、
30周年にちなんだ記念事業と記念例会（平成30年1月28日に
開催）の計画推進を行う。

過去のブリテンより
リーダーシップトレーニング（LT）強化月間によせて

クラブのワークではありませんでしたが、青倉Yʼs、石田Yʼs、篠
原Yʼs、北川Yʼs、山内Yʼsが門の設置に行ってくれました。

【リトセン夏期準備ワーク】

日時：6月25日（日）場所：リトリートセンター

当初は雨で中止で室内清掃だけだったのですが、雨がやんだ
ということで草刈りが行われました。早速会長も大活躍！

ワイズメンズクラブでは、役員は毎年交代することになっている。
いかに適材適所であっても特定の人が同じポストを何年も続けるこ
とは、本人にとってもクラブにとっても好ましくないことは説明す
るまでもない。そこで全メンバーが互いに役職に就き、職務を全う
することが求められるのである。（中略）
ワイズ用語集には「すべてのリーダーはその役に就く前に充分な研
修を受け、任務の遂行に備えねばならない」と記載されている。ワ
イズについての知識や情報の欠如のために思わぬ苦戦を強いられた
り、力を発揮することもないままに任期終了を迎えることもよくあ
ることだが、事前の準備については、役職を委嘱する側もされる側
も充分に留意すべきであろう。
また、ワイズといえどもリーダーにはリーダーとしての素養も要求
される。クラブのビジョンを持ち、適切な目標を設定する。メンバ
ーへの気配りと信頼も厚い。自らも成長しようとする姿勢を持ち、
仲間から魅力ある人物と評価される等々。
クラブの運営に携わることによって、組織を運営するためのリーダ
ーシップを養う上で、大変よい機会であったと認めるメンバーは多
い。
周りの人達の中で、いかに自分が建設的な役割を果しうるか、その
リーダーシップを開発することがワイズに参加する目的そのもので
あると言ったら言い過ぎだろうか。（1990.3.1亀井Yʼs巻頭より）
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Happy Birthday
宮谷美保子

7月3日

毎年原稿依頼を頂戴する度に自身の年齢と一年を振り
返る様になりました。

近年マスコミ等では色々な病気により尊い命が奪われ

る報道が多々あります。

この様に普通に誕生日を迎えられることを幸せに思い

ますし今年こそ主人が人間ドックを受けてくれる様祈っ
ております。

改めて命の大切さを考え来年の誕生日が迎えられます
様に祈ってます。
山岸裕明

今村

夏美

7月11日

前回書いてから、
もう1年。びっくりです。

44歳はどんな事があるのかな？いろいろあるとは思い

ますが、家族や、大切な人達ともっともっと楽しい時間す

ごせたらなぁ〜〜って思ってます。また1年家族をサポ
ートできるように健康に気をつけて頑張りまーす！
山内

薫

7月19日

暴飲暴食をした訳でもないのに、胃の能力低下なのか

（？）最近、胃がもたれやすくなりました。そう言えば、
ここ
一年体調を崩す事が多くなったので、
これからは自分の
歳の事も考えて身体を労る生活をしていきたいです！

7月4日

7月4日でなんと57歳。

そろそろ余裕が有る人間に成りたい年齢なのに全く無
縁の貧乏暇無しです。

若い頃の努力が足りんかったんかな〜！今ごろに成って
一番忙しい生活です！

小田

和佐

7月20日

7月20日でまた1つ歳をとります。数年前から誕生日が楽

しくなくなり、身体や肌の老化が悲しい限りです。

せめて今の身体や肌をキープできるように運動やサプ

リやマッサージをしてメンテナンスをしっかりしていき
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。

ストレス解消は腰痛でジョギング出来ずもっぱら暴飲暴
食！体重ヤバいっす！
篠原きよ美

たいです。
藤田一美

7月11日

7月22日

いつも思うんですが、今年の引継ぎ例会は特に最高！

５５歳になりました。

身近にある小さな変化を楽しみながら健康に過ごして
いきたいと思います。

男の友情を見せていただきました。貫ちゃん、お疲れ！
私もいつも“この人の為に”と頑張っています。

一美さん、お疲れ様でした。
とは、
まだまだ言わんといて
ね！

Happy Anniversary
青倉国士・智子夫妻

祝・古希

７月７日

6月2日
（金）に町衆料理

結婚生活19年、授かった長女は大学生に、長男は小５

京もんにて藤田寿男ワ

になりました。それぞれに悩み、考える事があっても、家

イズの古希のお祝い会

に帰ればにぎやかな家族がいる。そんなあたり前の毎

を行いました。おめで

日に感謝をし、家族仲良く２０年目突入です。

7月・8月の予定

7月の予定
1日（土） 金浦20ｔｈ記念例会

とうございます！

金浦

3日（木）

8月の予定
第一例会：京都部公式訪問

19時〜

Ｈ日航プリンセス

2日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

17日（木）

役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

6日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

24日（木）

第二例会：Yサアワ―

19時〜

Ｈ日航プリンセス

9日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

26・27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

13日（木） 役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

22日（土） 第二例会：納涼例会

19時〜

六角ﾃﾗｽﾋﾞﾙ「チャンバーズ」

開設ワークに持っていったらいいもの：長靴（ショートよりロ
ング）、着替え、タオル、帽子、軍手、カッパ、虫よけスプレ
ー、水分補給等

※周りに気をつけて作業してくださいね！

編集後記 31期広報委員長の天根です。今期のブリテンはこれまでとは一味変わった内容にしようと思っています。早速想い
と現実が一致せず細かい文字になってしまいましたがどうぞお許し下さい。
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1年間どうぞよろしくお願いします。

