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★クラブ会長主題 「協力＝強力」
●今月の聖句

人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。
マタイによる福音書４章４節

☆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。

「１年を振り返って」

北川雅俊

今期を振り返るにあたって、
ウイングメンバーの皆様、
メネットの皆様方にはご
指導、
ご協力、
ご支援を頂き深く感謝しお礼申し上げます。今、
こうして振り返っ
てみますと31期は色んな事があった大変な年であったと痛感しております。
ま
ず、31期最初の仕事が金浦クラブ20周年記念例会への出席、個人的な事で
はありますが尿道結石で手術入院、
ウイングクラブ30周年の記念例会、記念
事業、
ウイングの主力事業であるソラシドキャンプ開催地のサバエ教育キャン
プ場の存続か否かの問題からサバエキャンプ場リボーンに向けての委員会
立上げ、活動のスタート、新しいIBC締結に向けた台中グレートビジョンへのア
クション等、当然の事ではありますが会長として関わる事は大変多く、関わる
全ての委員会等を数えると多い月で11委員会プラス事業というとてつもなく
熱くハードな1年でもありました。
これらの全ての事を成し遂げるには、私一人
では到底無理な話です。歴代会長では一番頼りない力不足の会長の私がここ
まで進んで来れたのは今期の会長主題「協力=強力」に向けてメンバー全員が
主題に応えて頂けたからこそ成し遂げられたと強く感じています。本当にあり
がとうございました。末筆になりましたが，改めて31期をお支え頂いた三役並
びに各委員会委員長・委員の方々に厚く感謝申し上げます。
メンバーの皆様に
は、今後ますますウイングクラブの活動をご理解の上、次期32期も引き続き三
役・役員会へのご協力を切にお願い申し上げます。
ウイングクラブに関わる全
ての方々のご活躍とご繁栄を祈念致し、簡単ではございますが今日までのご
支援を感謝しつつご挨拶とさせて頂きます。
DATA OF May
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●5月在籍者48名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
31名
0名
0名
2名
0名

●5月月間メイキャップ者数
●5月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
5月分
●ニコニコ 5月分
25,000 円
●ファンド 5月分
0円

第２例会
32名
0名
0名
2名
0名
1名
90％

累計
0 pt
累計
0円
累計 158,400 円
累計 495,505 円

6 月の強調テー マ

評価・計画
10の目標のうち、5割達成できれば上出来。

さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、
あと1割引き上げましょう。実践を通して。
大野

勉 理事（神戸ポート）

５月の例会・事業参加

【サバエ・リボーンキックオフパーティー】
日時：5月6日（土）

場所：サバエキャンプ場

【第一例会】参加者：メンバー３１名、ゲスト２名
日時：5月10日(木)19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：サバエ委員会アワー

【ウィズキッズ病院コンサート】
日時：5月24日(木)

場所：京都府立病院

【第二例会】参加者：メンバー３２名、ゲスト２名
日時：5月24日(木)19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：ユニカール・入会式

前田慎さん（スポンサー奥村Yʼs）
と廣部仁太郎さん
（スポンサー長谷川Yʼs）
の入会式を行いました。
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BACK◀
「ＩＢＣに思う」

TO
THE

BULLETIN

（2009年2月号

山岸裕明Yʼs）

今期交流委員長として約７ヶ月が経過した今、
ＩＢＣに
思う所を書かせて頂きます。
特に今期は期が始まる前から大変忙しい日々を過ご
させて頂きました。と言うのも皆様ご存じの通り、ウイン
グクラブコメットが初めて韓国金浦クラブへホームステイ
をする事業が有ったからです。
言葉の違う国と前もっての準備もさる事ながら、子供

過去のブリテンを振り返ってみました

『ＥＭＣについての想い』

（2009年4月号

佐藤昌利Yʼs）

昨年６月より現在に於いて、世界経済で大きな変革
がありました。
「リーマン・ショック」
「株価の下落」
「円
高」など、今では「１００年に１度の不況」と言われてい
ます。
昨年６月、今村会長のもと５０名体制を掲げたものの、
残念なことにメンバーの喪失に直面しているのが現状と
なっています。

達が一人で異国のお宅で過ごす事に対し不安を取り除

私がＥＭＣ委員長になり、ＥＭＣ委員とは「エクステン

き、そして本当に良い経験と感動を得て帰って来る為に

ション・メンバー増強・メンバーの意識高揚のための３つ

神経を使いました。
（帰国したコメット達の笑顔と、その

の施策のうち相互にバランスを取りながら、その期に必

後の韓国の子供達との交流を見ていると何の心配も要

要とされる施策を重点的に行う。」という対応をすること

らなかったようですが）

を学びました。また、委員長の中では、Ｃに力を入れる

さて我々ウイングクラブも金浦クラブとＩＢＣ締結して
今年で６年が経ち、先月にはメンバー１７名が訪韓して

為、リトリーとセンターによる１泊例会が提案され、実施
致しました。
（成果は…良かったと思います。）

来た所です。６年前はお付き合いするに当り、国民性

その中で、今期のＥＭＣ活動は非常に難しいものとな

や考え方の違いも有り、私自身会長と言う立場も在って

っています。メンバー増強は不況の煽りを受け減少にな

期待よりも不安でいっぱいでした。
「どんな付き合い方

り苦戦、その他、過去の出来事の考え方の違いのシコリ

が良いのか？」
「こんな話題は出さないでおこう！」
「こ

やクラブに対する考え方・奉仕活動の参加の違い、１業

れは言っといた方が良いかな？」
「この件に関してはど

種２会員の意味付けなど、様々な事を乗り越えられてき

う思ってるのかな？」といろいろ頭の中で試行錯誤した

たというのも事実であり、様々なアドバイスを頂きました。

ものです。

また、今期ＥＭＣ委員長となり私自身が変わった事が

それがどうでしょう、今や「おい！おまえ！」の関係と言

あります。それは自己研鑽の場にクラブがなっている事と

えば言い過ぎでしょうか。ＹＭＣＡやワイズの話以外に

クラブに誇りを持った事です。
（見た目では分かりません

も、遊びや飲食の話、経済の話、政治の話、もっと言え

が…少し大きくなりました。）
この経験は非常に感謝して

ばいまだに残る日韓問題の話まで違和感無く話せる友

おります。最後に、ウイングクラブも大きな変革期に直

人に成りました。こんな友人が出来たのもワイズメンで

面していると感じます。クラブメンバー個々が、メンバー

ありウイングのメンバーで有ったからこそです。そしてウ

各個人の考えを尊重し、お互いが理解を深めることが

イングクラブと金浦クラブで少しづつ築き上げた６〜７

重要であり、そのことでメンバーの脱落者を出さないと

年の絆を、コメット同士はこの２年間にお互いがホーム

いう目標が成しうると思います。残りわずかな期間です

ステイする事で、我々メンバーを追い抜く勢いで交流し

が、今村会長を基に、メンバー、一致団結でクラブを

絆を深めています。

色々な角度で盛り上げられればと思います。

ウイングクラブの小さな民間交流かもしれませんが、
何か１０年先２０年先にはもっともっと深くそしてより良い
関係が待っている様な気がします。大げさですがこのよ
うな小さな交流の積み重ねが、平和な関係・平和な世
界につながる様な気がします。

この佐藤Yʼsの原稿に次期の会長の想いの片鱗を伺
いしれたような気がしました。次期佐藤期も皆さん全

員で盛り上げていきましょう！

新たなIBC締結先の台中グレートビジョンクラブとも

いい関係を気づいてきたいものですね。
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Happy Birthday
谷口 豊

6月3日

満60歳、遂に還暦を迎えてしまいました。
と言っても今

は70歳が還暦やと思っていますので、変わりなく後10年

バリバリ頑張って行きたいと思いますのでよろしくお願

いします。都合の良い時は年寄りになりますので労わっ

てや！
（笑）

上田 敦

6月28日

今年で50歳を迎えます。
いよいよ来てしまった50代。
人生の先輩方は皆さん口を揃えて「50歳代が一番おも
しろかった。」
とおっしゃいます。
私も将来、後輩たちにそのように言ってあげられるよう
に、充実した50歳代を送りたいと思います。

青倉 国士

6月11日

今年は、結婚15年目で50歳。

今年で54歳になります。4月から、地元学区の少年補導

の支部長を引継ぐことになりました。
どうにかなるだろ

うと楽観的ではありますが、家族は不安がっている様子

私の人生の節目にはなぜか「５」の数字がつきまといま
す。
50歳の一年を、おもしろおかしく過ごしたいと思います。

です。それから、小6の息子が少年野球で背番号1を、最

バースデー・アニバーサリーは、

年長父兄コーチの私が背番号28をいただきました。少

Happy Anniversary

年野球最後の1年間、親子で悔いなく駆け抜けたいと思

メンバーのみの公開となります。
北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日

います！

早いもので25年になります。

藤田 正純

6月18日

子どもへの悩み、健康、
ウイングのこと

今年の誕生日で還暦を迎えます‼

いろんな事が山積みの中、
ここまで

子供の頃60歳はお爺さんと思っていましたが、

頑張ってこれたのは明美がいてくれたからだと

なってみると60歳は若いって思います。

深く感謝しています。

もう一花咲かそうかと思っています。

佐々木 貫二・啓恵 夫妻

体力気力は充実してるし、色気も十分残っています。

6月11日

今年で丸18年、
この１年間、家族といる時間、会話の時

天根 静也

6月22日

間も増えみんなが健康で過ごせた事を幸せに感じてま

47歳になります。
ウイングの中の元気な先輩に負けない

す。

よろしくお願いします。

今年で15年目の結婚記念日を迎えました。

ようにますます元気に頑張っていきたいと思います。

上田 敦・亜季 夫妻

6月15日

この15年間も、そこそこ山あり谷ありでしたが、

北川 雅俊

6月24日

子どもたちが大きく育ち、

54歳になります。

仕事も充実する
（であろう）
これからの10年、20年は

昨年63キロだった体重は72キロと

これまで以上の山あり谷ありかもしれません。

大きくUPしてしまいました。

笑顔を絶やさず、感謝を忘れず。

誕生日を期にまたスリムにしますよ!!

これからも仲良くやっていきたいと思います。

よろしくお願いします〜

6月の予定
1日（木）

６月の予定

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

次期役員会

19時30分〜

第二例会：引継例会

18時〜

9日（土）10日（日） 西日本区大会

14日（木）
21日（木）

23日（土）

引継役員会

19時30分〜

日航プリンセス

ANAクラウンプラザ神戸
三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス

編集後記 1年間ありがとうございました。次期は上田さ
んが委員長です。今期はあまり原稿依頼はありませんでし
たが、来期は復活すると思うので、締切に間に合うように
原稿執筆よろしくお願いします。
（天根）
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