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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”

新しい歌を主に向かって歌え。全地よ、主に向かって歌え。
主に向かって歌い、御名をたたえよ。日から日へ、
御救いの良い知らせを告げよ。
詩篇96 1節〜2節

「上半期を終え、下半期に向けて ごあいさつ」
会長

北川雅俊

明けましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げ
ます。早いもので、半期が過ぎようとしています。半期を振り返ります
と、前期の沢山の主力事業、そして今まさに進行形の事業「30周年記
念例会」はウイングメンバーの大きな協力により、
「会長主題のʻ協力=
強力ʼが着実に結果をあげているんだ」
と実感しております。会長に就
任した当初から、30周年と言う大きな節目の期である事、それに加え
て新しいIBC締結の事、サバエキャンプ場の問題等、大変な課題が山
積みで、会長として何をしたら良いのか、わからないことばかりで皆さ
んに沢山のご迷惑をおかけ続けている中、沢山のウイングメンバーの
協力のもと、皆さんの温かいお心遣いや励ましのお言葉はとても強い
力になり、人と協力し合い、助け合う大切さを痛感した半期でもありま

☆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。

した。誠にありがとうございます。
ウイングの総力をもってすれば不可能を可能にすることもできると
確信しております。
どうかみなさんメンバー全員で協力して、
この後あるすべての事業
が成功できますよう頑張っていきましょう!
最後に
「協力=強力」みなさん今年も何卒よろしくお願いいたします。
DATA OF OCTOBER
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●12月在籍者46名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
32名
0名
0名
0名
0名

●12月月間メイキャップ者数
●12月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
12月分
●ニコニコ 12月分
●ファンド 12月分

0 pt
0円
4,000 円
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
44名
19名
24名
18名
0名
1名
98％

0 pt
0円
70,000 円
0円

1 月の強調テー マ

IBC・DBC
IBC/DBC締結クラブとの交歓だけでなく、交
流を深めて協働事業を検討しましょう。

金澤市郎 国際・交流事業主任
（京都クラブ）

12月の例会・事業参加

【第一例会】参加者：メンバー３2名
場所：ホテル日航プリンセス京都

日時：12月7日(木)19:00〜21:00

司会：武村ワイズ

プログラム：30周年記念アワーVol.2

京都部会に全員集合

バースデー

アニバーサリー

【第二例会】参加者：メンバー４４名 メネット１９名 コメット２４名 ゲスト１８名

日時：12月17日(日)18:00〜21:00 場所：ホテル日航プリンセス京都 司会：木下ワイズ プログラム：クリスマス例会

【市民クリスマス】日時：12月15日（金）

場所：三条YMCA

【マリアの会クリスマス】日時：12月17日（日）

2

Kyoto Wings Bulletin 1/2018

場所：ホテル日航プリンセス京都

BACK◀

TO
THE

BULLETIN

「新たなる出発点（スタートライン）へ！」
（1997年7月号

武村松一Yʼs）

過去のブリテンを振り返ってみました
6月後半から始まったリ
トセンワーク、7月サバエワーク、8 月
金浦クラブのコメットのホームスティの受入、青白キャンプ支援
...と続き、大変な時に一個人の出来事ですが、ウイングに衝

あの衝撃的な?チャーターナイトから10年が経ちました。10

撃が走りました。臨時総会を開き、皆様と討論致しましたが、

年一昔、と申しますが、まさにこの間には様々な出来事があり

これと言った結論が出ず、11月にもう一度全員召集で自由

ました。クラブ全体では、京滋部会のホストやにかいのクラブ

発言を戴き、最後に会長の結論発言で締め、クラブがより一

優秀賞、ちょっとしたトラブルやあの大震災時の対応など皆で

層の団結と今後の戒めとなりました。

泣き笑いしたものです。先日も今までのブリテンを読み返して

9月には京都部部会に韓国金浦クラブから3名が来日され、

いますと、やはり歴代会長はじめ当時の三役や役員の方々の

11月にはウイングか らキムチ作り支援に8名が訪韓し、1月

思い入れが表現されており、なんとなく懐かしく読みふけって

には20周年記念例会を多くのワイズメンを お招きし開催。イ

しまいました。個人的には、やはり初めてクラブに関わったとき

ンドランチYMCAからサンガ氏、ベロニカ・ハンス女史を、韓

の新鮮な気持ちや、めずらしい体験などを繰り返し、少しは成

国金浦クラブからパク会長と5名が来日されIBC交流を致しま

長したかな?と考えてしまいます。

した。

冷静に考えましても、今までの会長のクラブに対する功績と

私達が行っています「国境なき支援」が西日本区理事にも評

いうものは素晴らしいものがあり、私みたいな未熟者にはとう

価をいただきました。今後とも継続していきましょう。

てい肩を並べるようなことは出来ませんので、どうすれば良い

2 月以 降は 、くるま椅 子 駅 伝 支 援 、リーダ ー 卒 業 祝 会 、

ものかなとない頭を絞って考えておりました。そこで、このない

JOCSウォーカソン支援、夜 桜フェスタ参加、鴨川チャリティ

頭を十年間に皆さんの中であった様々な出来事や充実した

ーラン支援と他にも此処に書ききれない程の多くの例会や事

時間をひとつの思い出として、この自分の中頭の中にある「ア

業に参加支援を行いワイズの奉仕精神・自己研鑽・親睦・友

ルバム」にしまってください。そしてこの10周年を迎えました

好等を磨 き成長をされた事と思います。これらの事を踏まえ、

今期より、新しい2冊目の「アルバム」をメンバー32人で作っ

来期には早速、9月の京都部部会に向けて一丸となり、20周

ていきましょう。入会してまだ年数の経っていない方は、1冊目

年記念例会の大きな成功を糧として、第13期藤田部長の京

の「アルバム」は薄いでしょうから、２冊目の「アルバム」作り

都部をより大きく成長させましょう。

に励んでください。ベテランのメンバーは、1冊目の「アルバ

最後に三役並びに各事業委員長・委員の皆様大変な努力を

ム」を参考にしてそれよりも素晴らしい「アルバム」ができるよ

して頂き感謝致します。

うに……。こうすれば私は2冊目の巻頭ですから、比較される

私自身、当初はこんな体で出来るのかなと大きな戸惑いが

ことなくプレッシャーを受けずにやっていけますし、何よりもメン

在りました。皆様の励ましや大きな援助で少しずつですが私

バー全員で新しい時代へ一緒に行動していけるんじゃないか

なりにさせていただいたなぁ〜と、皆様にもう一度御礼を言 わ

と考えております。古いも新しいもない、今ここが新しいスター

せていただきます。ありがとう!!

トラインなんです。今ここに32人のメンバーが立っているん
です。一緒にスタートしましょう。次の時代のウイングを作って
いくいきましょう。議題によっては、今までとちょっと違う考えの
方向へ進むかもしれません。新たなる議論の火種ができるか
も知れません。でもいいじゃないですか。みんなで作っていく
んですみんなで「ダム」
していくんです。きたるべき次の節目
に向かって、そして2冊目の「アルバム」の最終ページに向か
って…

「21期を省みて」

（2008年6月号 中村弘二Yʼs）

京都ウイングクラブメンバーの皆様ありがとう。
皆様のお陰で21期が幕を閉じようとしています。振返れば

10周年と２０周年の会長のメッセージを取り上げてみました。

多くの事が今私の脳裏に浮かんで来ます。

３０周年記念例会はいよいよ１月２８日です。
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Happy Birthday
中村 裕一

Happy Anniversary

1月4日

53歳になります。最近の楽しみは、美味しいものを食べる事で
す。いろいろ情報収集しては匠の味を求めて嫁さんと東奔西
走しております。それと乗り鉄に目覚めてローカル線の旅も研
究しております。
本年３月に廃線になるjr西日本の三江線に乗るのが目下の計
画です。

小田 竜哉

1月4日

佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日

今年で２０年目になります。振り返るとあっというまでした。

最近、子供が小さい頃のホームビデオをなにげなく見ましたが、
かわいくて、
その当時の生活を思い出すことができました。

そして、現在の生活は言葉で表すと
「満ち足りる」
です。

心から妻、
そして子供２人に感謝の気持ちでいっぱいです。

吉岡 毅・かおり 夫妻 1月25日

今年で42歳になります。
本厄が何事もなく過ごせて後厄の年なので気を引き締めてマ
イペースな年にしたいです。

ー合宿や学校からのホームスティで、ほとんど家にいることが

井上 英也 1月8日

い仲良くやってます。

74才になります。今年も仕事で新しい事にチャレンジしようと
思ってい。
ます。歳のことはあまり気になりません。無理をしな
いで頑張ります。

余 東達

1月15日

亀井 剛

1月17日

今年10年を迎え、子供もみるみるうちに成長し今の時期スキ
少なく、二人だけの生活が多い為、互いうまくコントロールしあ
29 年 12 月 2 日 ( 土 ) に和ダイニング一政でメネット
会が行われました。

バースデー・アニバーサリーは、

４５歳になりました。
仕事では店舗拡大として東京にお店を出店する事になり、
メンバーのみの公開となります。
より一層忙しい一年となると思いますが、
子供達もまだ小さい
ので、仕事・家庭を両立出来るように頑張って参ります。
また、
ワイズの活動も一年目ですが、お役に立てるよう取り組
新入会メンバー紹介
んで行きたいと思っております。

73歳になります。仕事や家庭での若いころからの目標はおお
むね満たされ、感謝しています。体力の衰えは隠しようもありま
せんが、必要とされる間は次代の人たちのために力になれれ
ばと思っています。

谷口 紗知子 1月19日

平成30年 お父さん 60歳
私 50歳
結婚 25年
そして ウィングクラブ
30周年！
おめでとうございます〜
おめでたい この節目の年
気を引き締めて 新たな気持ちで 過ごしたいです(^^♪

北川 明美

1月26日

今年はウイングの30周年記念例会もありウイングのみなさん
と和気あいあいと楽しい時間を大切に、健康と若さを保ってい
かなければと気持ちを引き締めております。

初めまして。
今村ワイズからご紹介頂きまして、２０１７年１１月に入会
いたしました。
家族は妻、６歳の長女、１歳３か月の長男です。
仕事は出町柳、今出川河原町でブランドバッグの販売・買取を
行っており、昨年で無事に１０周年を迎えました。
仕事・家庭を両立しながら、
ワイズの活動もしっかりと取り組ん
で行きたいと思います。
入会してまだまだ分からない事ばかりですが、
どうぞこれから
もよろしくお願いいたします。
（余東達Yʼs）
上治太紀と申します。
兵庫県出身の26歳です。
普段はインバウンド観光関連の仕事で外国人観光客や企業、
自治体の皆様を通訳・翻訳、Webデザイン・コンテンツの企画
制作を主体にサポートしています。
趣味はバレーボールや空手など体を動かすことが好きです。
よろしくお願いします。
（上治太紀Yʼs）
京都で酒類卸販売をしております。奥田健登です。
27歳と年齢的にも、社会人としても未熟なことが多く、
ご迷惑
おかけすることも多いかと思いますが、素敵な先輩たちから、
いろんなことを学んで、未熟なりに様々な活動に積極的に参加
していきたいです。
（奥田健登Yʼs）

1月・2月の予定
1月の予定
11日（木）
18日（木）
28日（日）

編集後記

第一例会：半期総会

役員会

第二例会：30周年記念例会

2月の予定
19時〜

19時00分〜

Ｈ日航プリンセス
じじ＆ばば

八瀬エクシブ

いよいよ30周年記念例会ですね。
節目の年の重みを存分に味わましょう！
（天根）

1日（木）
8日（木）

12日（日）

第一例会：メンバースピーチ

役員会

国際チャリティーイベント

15日（木）

第二例会：TOF例会

25日（日）

CSチャリティボウリング
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19時〜

19時00分〜

19時〜
15時〜

Ｈ日航プリンセス
じじ＆ばば

三条ＹＭＣＡ

ムーンバットビル

しょうざんボウル
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