京都ウイングワイズメンズクラブブリテン2018年8月1日発行/第32巻
HPアドレス http://www.kyotowings.com
会 長
副会長
書 記
会 計

President
VicePresident
Secretary
Accountant

通巻374号

佐藤昌利／Masatoshi Satou
谷口豊／Yutaka Takiguchi・森本賴和／Yorikazu Morimoto
天根静也／Shizuya Amane・篠原寿一／Jyuichi Shinohara
長谷川卓哉／Takuya Hasegawa・中村誠司／Seiji Nakamura

★クラブ会長主題 「S e l f i m p r o v e m e n t
●今月の聖句

第1号

8
Vol.374
2018.

〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、
あなたがたは神の畑、神の建物なのです。
コリントの信徒への手紙Ⅰ3章9節

☆国際会長（IP）
Moon Sang - Bong(韓国)
主 題： "Yes,we can change."
“私たちは変えられる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："Courage to challenges"
“挑戦への勇気”
☆アジア地域会長（日本）
田中 博之（台湾）
主 題："Action!"
“アクション！”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："With Pride and Pleasure"
“誇りと喜びをもって”
☆西日本区理事（RD）
遠藤 通寛（大阪泉北）
主 題：
「未来に残すべきものを守り育てる」
副 題：
「めぐり逢う一筋の光」

酷暑、さ、ら、り…
副会長

みなさん、お元気ですか？

森本賴和

猛暑がつづきますね。
お変りございませんでしょうか？

日々忙しいのにこの暑さ、そして日本各地を襲う災害。なんともならないも

のばかりで、大変な日々を過ごされている方ばかりだと思います。

ワイズメンズクラブに入会して、今年で早１２年目となり、今回はウイング

メンバーの誰かの意図と策略で副会長を任命された訳ですが。
それはまぁし

んどいですし大変です。何が大変かと申しますと、
まず乾杯です。
これは、毎回
話すことを一応考えて行く訳ですが、
こんなこと５０年間生きてきてもそれほ

どやった経験もなく、面倒くさいーと毎回思うわけですが、
これがやってみると、
なかなか面白いもので、壇上に立つと、皆さんの視線を全て感じることはなく、
僕の話に耳を傾けてくださっている方もいらっしゃれば、話に集中して下さら

ない方もおられる。
まぁそれは、
自分の不甲斐なさと申しますか、面白い話を

☆京都部部長
川上孝司（京都パレス）
『Will the Circle Be Unbroken 永遠の絆 』

していない自分が悪いわけで、ついては面白味のない自分というものをつく
づく考えさせられるという良い経験をさせて頂いていると感じております。
そ

してこの乾杯を通じて、
ドライバー、
ブリテン、担当三役、会長までにもいつも

「乾杯宜しくお願いしますね」
とお声かけ頂いて、本当に優しく思いやりのある
方々に巡り会えているなと思っております。１０年間程は、
あまりクラブの中

核にいることはなく、
ただクラブ員として参加してきましたが、担当三役をはじ

め役員の方々が、
クラブを向上させるべく運営されているのを見て、感じて
「も

う少しちゃんとやっておけばよかった、今年一年初心にかえり、出来る限り尽

力していこう」
と思っております。副会長は、大役ですが、みなさんあたたかく
見守ってやって下さいますよう宜しくお願い致します。
DATA OF JULY
●7月在籍者45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
36名
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●7月月間メイキャップ者数
●7月月間出席率

●BFポイント 切手
現金
7月分
●ニコニコ 7月分
●ファンド 7月分
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0円
0円
0円

累計
累計
累計
累計

8 月の強調テー マ
第２例会
31名
13名
7名
4名
0名
0名
91％
0 pt
0円
0円
0円

Youth
Activities

ユースの活動に注目し、理解を深め、積極
的支援をおこないましょう。そこからユー
スとワイズメンズクラブの「つながる」が
始まります。

人見晃弘

Ｙサ・ユース事業主任
（大阪泉北クラブ）

7月の例会

第１例会

日時：7月5日(木)18:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：西野ワイズ プログラム：キックオフ例会「総会」
第31期報告、第32期事業計画・予算など
いよいよ32期、佐藤会長期の船出です。やはり期が変わるの

は何か新鮮な気持ちになり良いもので佐藤会長の開会点鐘、
会長挨拶を聞いていました。佐藤会長にはめずらしく緊張され

ている面持ちでした。そのような緊張感が会場に漂い新鮮な
気持ちになれたキックオフ例会でした。

会長主題「Self improvement」
自己研鑽、会長ご自身がワイ

ズ歴13年目となり、
ご自身の成長から実感された会長主題で
す。
クラブ、
メンバーに長く深く関わる事で自然と自身が自己研
鑽・成長できるというのは素晴らしいことですね。

副題が「次世代へ発展するウイングクラブへ」
とメンバー増

強し50人体制で、新人・中堅・ベテランがバランス良く揃って
いる今こそ将来へのステップの1年だと言われています。その

ような1年になれば、
またなれる期待の持てるキックオフ例会
でした。
（谷口豊）

第２例会
7月22日日曜日 納涼例会を開催しました。

第32期がスタートして初っ端の例会ということもあり

ドライバー委員会全員、気合を入れて準備いたしました。
が・・・・日本襲った豪雨により、当初企画していた
嵐山の屋形船＆鵜飼が使えなくなり

急遽、ゼロから考え直さねばならない事態となりました。

場所を東華菜館に移し場所と料理は確保、ひと段落でしたが
佐藤会長から、心に残る例会を・・・と厳しいご指示を

頂戴していることから、
ただ飲み食いする納涼例会では
いけないと思い、委員会対抗三役クイズならびに

アコーディオン奏者の宮腰理さんに盛り上げて
頂きました。

そして何よりも、急遽の内容変更にも関わらず、
そして行き届かないことも多かった中、

参加くださったウイングのメンバー、
メネット、
コメット

の皆さんに本当に感謝いたしております。

ありがとうございます。

まだ始まったところの32期ですが、
この後の例会も

ドライバー委員会メンバー一同、頑張りますので
何卒、宜しくお願い申し上げます。
（西野健次）
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日時：7月22日(日)18:30〜21:00 東華菜館
司会：西野ワイズ プログラム：納涼例会

7月の事業参加

台中グレートビジョンIBC締結式

日時：7月6~8日（金〜日）場所：台中グレートビジョンクラブ

まず初めに、今回の締結式に参加させて頂いた事に感謝致します。台
湾に行く事自体が初めてだったので、全てが新鮮でした。締結式と言
えば、堅い感じを想像していましたが、会場の雰囲気と音楽で、良い
意味で緩い感じで進みました。佐藤会長の台湾語でのスピーチで起
きた笑いも印象的でした。最後は夕食もご一緒させて頂き、言葉は通
じないですが、皆さん、
とても良い雰囲気をお持ちで、楽しい時間を過
ごす事ができました。
（前田慎）

西日本豪雨災害復興支援街頭募金
日時：7月16日（月）場所：三条YMCA

暑いなかお疲れ様でした。

日時：7月1・8・21・22・26日

場所：サバエキャンプ場

今年もサバエ夏季開設ワークが7月1日・8日の2回に渡って始まりま
した。1回目のワークは朝から天候に恵まれましたが、水分・塩分補給
を小まめにしなければ命に関わる恐れのあるとても暑い状況でした。
そんな中でウイングクラブは新たに設置された新駐車場の草刈りと、
昨年の台風で倒壊したメインキャビン裏側の垣根の設置を致しまし
た。私は新駐車場の草刈りを担当いたしました。既にサバエリボーン
パーティーの準備にともない4月に草刈りはしておりましたが、伸びて
いる草はもちろん細部までをキレイに整備致しました。キャビン裏手
の垣根はゼロクラブの竹園直前部長が準備して頂いておりました垣
根用の木を植樹しました。
これから大きく成長していくのが楽しみで
すね。2回目のウイングのワークは、
テント器材の運び出しと浜のテン
ト設営でしたが、締結の為に台湾に行っているメンバーもあり少人数
での作業で、
しかも前日までの西日本豪雨により琵琶湖の浜辺も水浸
しになっており、
とても困難な作業を強いられましたが無事に予定し
ていたテントの設営も完了! この夏サバエで飛び跳ねて笑っている子
供たちの笑顔が楽しみですね。
（北川雅俊）

開設準備ワークとは別で
ひさしの設置作業も行いました︒

15年前に金浦クラブとＩＢＣ締結し、そして、新たなＩＢＣ締結を結
ぼうと昨年の３月に台中へ視察訪問し11月には台中グレートビジョ
ンクラブメンバー3名が訪日され、締結に向けて相互確認会議され、7
月７日にＩＢＣ締結すべく台中グレートビジョンクラブの例会にて締
結式へと、
ウイングメンバー、
メネット含め22名で台湾へ初日は参加
メンバーで締結式の前祝！今期の委員長の私はテンションが上が
り、
・・・そして、翌日に締結式へ開会までの時間は書記の張ワイズ、
IBC委員長の賴ワイズが名所に案内して下さり、昼食はメンバーのレ
ストランで食事、和やかな雰囲気のまま、締結式を迎えました。佐藤
会長は中国語で挨拶され、
とても素晴らしかったです！互いの交流の
スタート！
！最終日には、相互交流の合同会議し、
グレートビジョンクラ
ブの交流の熱い思いをとても、感じました。
これぞ、IBC！国際交流！文
化・価値観を超え、
ワイズ理念のもと、相互交流が出来る楽しみを実
感しました。種は蒔かれました！どんな花が咲くのか？みんなで楽しみ
を共有しましょう！
！
（山内達也）

サバエ夏季開設準備ワーク

第２回役員会議事録（7/12）
1：役員会議事録に関する件・・・承認
2：例会に関する件（西野委員長）
7 月第２例会
納涼例会・嵐山が中止になりました。
代替えは東華菜館ゲスト、メネットは 6,000 円
コメットは 3,000 円
8 月第１例会
IBC アワー・台湾訪問 IBC 締結報告
8 月第２例会
部長公式訪問
9 月第 1 例会
部会
9 月第 2 例会
3：ソラシドキャンプに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
内容は、昼食牛丼、流しソーメン、カキ氷、サバエ族、ボート等、
8/18 〜 19
4：びわこサバエ秋祭りに関する件（北川委員長）
内容は、食事を提供、子供向けのプログラムを行う。9/23
5：入会に関する件（小田委員長）
森野 茂様、7/27 のオリエンテーションを経て、8 月の役員会
で承認後、8 月第 2 例会で入会予定
6：サバエの食堂の庇改修に関する件（北川委員長）
7/27 日までに改修する。Y サとサバエ委員会で予算は 30 万円
以内
７：金浦クラブのキムチ漬けワークに関する件・・・継続審議
（山内委員長）
11/3 〜 4 の予定、支援金を 10 万円から 15 万円に増額するか
検討中。各委員会に持ち帰り、広く意見を聞く
8：京都部ワイズディーに関する件（本田委員長）
11/11（日）京都北文化会館・9：00 集合 11：00 開会
コンセプトを広く広報、長谷川清コンサート 400 名を予定
イベントは 300 名の参加を予定
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新メンバー自己紹介

廣部仁太郎YʼS（スポンサー長谷川YʼS）

5月に入会いたしました廣部仁太郎と申します。
ウイングクラブ30周年記念例会での和太鼓をご指導
させていただきました際にご縁をいただき、
この度入会の運びとなりました。学生時代の12年間を
YMCAの青少年活動でお世話になってまいりましたので、再び学び舎に戻ってきた思いでおります。
未熟者ではございますがワイズの皆様の中で社会貢献できる人間として成長できるよう努めてまい
ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

Happy Birthday
西野健次

8月1日

私の誕生日は8月1日、
この日は『八朔』
と呼ばれる日です。
旧暦でもう少し秋に入った頃だったようですが各地に
八朔に因んだ行事や風習が今でも残っています。
身近な所では、祇園さんの花街では舞妓・芸子さんが
留袖を身にまとい、日頃から世話になっているおっしょ
はんや、お茶屋のおかあさんに、感謝の気持ちを伝えご
挨拶に回らはります。
この日に 生を授 かった の に は 何 か 意 味 があるので
は？？？と思うようになってから、自分の誕生日でありな
がら祝ってもらうということよりも、無事にこの日を迎え
られたことへの感謝の気持ちをお世話になった人に伝
えたいと考えるようになりました。
今年も誰かの役に立ち、そして仕事でも立てた目標をク
リアしホールパーソンを目指したいと思います。

長谷川卓哉

8月18日

今年で３６歳になります。日々、体力の衰えを実感して
おります。４０歳までの残り４年間を全力で楽しみなが
ら駆け抜けたいと思います。

安藤他人 8月19日

8/19で46歳になります。
45歳の一年は
白髪も増えました。
シミも増えました。
体も壊しました。
人も失いました。
46歳はre:START
50歳まであと少しですが本当の自分と勝負していきま
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。
人から
「ありがとう］
と言われるかがその人の価値だと思
上田亜季
8月4日
います。
地震、豪雨、猛暑と自然災害が続き、家族が元気に毎日 家族、仕事、ワイズ、を通じて感動を宅配出来る様な人
過ごしているだけで感謝しなければならないと思うこの 生にしていきます！ので皆様どうぞ宜しくお願い致しま
頃です。大切な人達が平穏無事でいられることを願いま す。
た1年過ごしていけたらと思います。

佐々木貫二 8月26日

岸本伸也

8月12日
今年で４４歳！
５７歳になります。最近、いろいろなことが変わりました。 人生の折り返し地点
配偶者が出来たこと、引越、食生活、通勤時間とスポー 体に悪いこと悪いものが大好きでたまりませんが
ツジムの会員になったこと。減量目標のハードルがやけ いままで以上に健康に気を使っていきたいと思います。
に高く設定されてしまいました。
（笑）
青倉智子

木下敬悟

8月16日

最近、
ちょっとしたお手伝いで小学生とふれ合う機会が
増えました。
宿題を見てあげたり、一緒に遊んだり。自分の書き順の
間違いに気づいたり、理科が苦手だった事を改めて感
じたり。帰宅後は本当に疲れ果てているのですが、毎回
楽しく過ごしています。
44歳。楽しいけれど、疲れがとれません。

9日（木）

第一例会：IBCアワー

23日（木）

19時〜

役員会

19時〜

第二例会：京都部公式訪問

19時〜

18・19日（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

6 月 2 日フォーチュンガーデン京都で披露パーティーが行われました。

8月・9月の予定

8月の予定
2日（木）

8月28日

気付けば、３７歳になります。
平成最後の夏も、平穏無事に過ごせるよう日々頑張りま
す。

8時30分〜

Ｈ日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

9月の予定

2日（日）

リトセン秋季準備ワーク

9日（日）

サバエキャンプ場 13日（木）
Ｈ日航プリンセス 20日（木）

第一例会：京都部会

15時〜

第二例会：サバエアワー

19時〜

役員会

23日（日）

サバエ秋祭り

19時〜

11時〜

リトリートセンター

グランドプリンスH京都
三条ＹＭＣＡ

Ｈ日航プリンセス

サバエキャンプ場

編集後記 7月はこれまでにない豪雨にはじまり、それがおさまったかと思えば今度は命の危険すら感じる酷暑に見舞われま
した。被害に遭われた方々への思いを抱きながら、我々に何かできるかを考え実践していきたいと思います。
（上田）
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