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第1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

通巻375号

〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

わたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える。
わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。
ヨハネによる福音書

☆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」
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佐藤会長、頑張れ！

第１４章２７節

副会長

谷口豊

今期副会長としての意気込みを書いてと依頼を受けましたが、副会長も5度

目となり今期に限っての意気込みは然程ないですが、
ただ2点だけを気にして
務めさせていただけたらと思っています。

ひとつは、やはり佐藤会長が今期やろうとされてることが上手くはかどるよう

にお手伝いを出来たらと思います。
ウイングの場合は現状、会長職は一生に一
回しか回ってこないので思いっきり動いてもらえるように影ながらサポート出
来たらと思っています。

もうひとつは、今期もクラブの活動が停滞することなく前進していけるよう皆

さんの協力を得ながら副会長として会長のリーダーシップのもと歩んで無事に
次にバトンを渡せたらと思ってます。

7月からの佐藤会長の働きを見ると、台湾グレートビジョンクラブでの締結式

や懇親会では、
ステージでのスピーチはもちろんですが各テーブルを精力的

に回って親睦に努められ、役職が人を育てるの当にその言葉通りの活躍をさ
☆京都部部長
川上孝司（京都パレス）
『Will the Circle Be Unbroken 永遠の絆 』

れていました。

また8月のソラシドキャンプでも初のサバエ宿泊をされリーダーシップをとら

れていました。
その会長の姿を見ているとこの1年は黒子に徹しられるなぁ~と
安心しております。

先程も触れましたがウイングの場合、初めて会長をする方ばかりですので会

長をしてみないと分からない西日本区のことや京都部のこと、
またクラブの各
事業のことが見えてきます。会長職は大変なことも多いですが、佐藤会長が1

年を終えられてほっとされるとともに次に会長をやったらこんなこともしたいな

ともう1回会長をやりたいと思われるような1年を過ごしていけるよう三役一同
サポートしていきたいと思いますので、
メンバーの皆様も温かいご協力をよろ

しくお願いします。

DATA OF AUGUST
●8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
CHARTERED 21.NOV'87
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第１例会
29名
0名
0名
3名
0名

●8月月間メイキャップ者数
●8月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
7月分
●ニコニコ 8月分
26,000 円
●ファンド 8月分
0円

第２例会
37名
0名
0名
5名
0名
0名
91％

累計
累計
累計
累計

0 pt
0円
35,440 円
0円

9 月の強調テー マ

Menettes

メネット例会を開催しましょう。国際、国
内プロジェクトの理解を進めるとともにた
くさんのメネット、フィズファミリーが集
いますよう、皆様に呼びかけましょう！
遠藤通寛

西日本区理事

メネット事業主任兼務

（大阪泉北クラブ）

」

8月の例会

【第一例会】参加者：メンバー29名、ゲスト3名

日時：8月1日(木)19:00〜21:00 場所：ホテル日航プリンセス京都 司会：吉岡ワイズ プログラム：IBCアワー
第1例会

台中グレイトビジョンクラブ締結報告

IBCアワー

を終えて今回、大切な慶事のイベントですので私も楽しみにし

ておりましたが事情により欠席いたしました事、大変申し訳あ

りませんでした。そして締結までに関わって頂きました全ての

方々に深くお詫び申し上げます。山内IBC委員長のIBCアワー

での報告を聞いてまいりますと台中での様子がよくわかりまし
た。森本委員長から中村誠司委員長にかけて進め、佐藤会長

期に締結が実現した感動の締結シーンがとても羨ましくその

場にいなかった自分への後悔も感じました。締結したばかりで
今後の交流・活動においてはまだ未知数で、そして時間はかか

るとは思いますが、韓国の金浦クラブと台中グレートビジョン

クラブとのIBC締結により3クラブの国際交流を深め将来3クラ
ブ合同の事業ができればいいと思います。
（北川雅俊）

【第二例会】参加者：メンバー39名、ゲスト4名

日時：8月23日(木)19:00〜21:00 場所：ホテル日航プリンセス京都 司会：松島ワイズ プログラム：京都部部長公式訪問

８月２３日
（木）
，台風２０号がせまる悪天候でしたが、
メンバ
ー、
ゲストが多数参加し、８月第２例会が開催されました。
まずは、西野ワイズがスポンサーの森野茂さんの入会式が執
り行われ、新しい仲間をメンバー全員で握手の儀でお迎えしま
した。
ついで、
メインプログラムは京都部部長公式訪問です。
地域奉仕環境事業主査の吉岡幸次ワイズ（パレスクラブ）から、
今期の主題はＴＥＡＭ ＫＹＯＴＯ、自らのクラブの現在・
将来のＣＳ活動を他クラブにも発信しクラブ相互で参考にし
よう、
ワイズデー「京都ふれあいフェス２０１８」は全クラブの
協力が無いと成り立たないとのお話があり、ＰＲ委員長の東
田吉末ワイズ（トップスクラブ）から、今期の主題は光を・・もっ
と、光を！、
これは，東田ワイズ自身も気が付けばワイズに入っ
て１２年、
こんなに長く続けられたのはひとえにワイズ活動が
楽しいから
（メンバー同士の交流，奉仕活動による達成感な
ど）
であり、
この楽しさをもっと多くの人に知ってほしい、発信し
たい、光を当てたい、
というお話がありました。
そして、部長公式訪問のトリは、京都部部長の川上孝司ワイズ
（パレスクラブ）。バンジョーの持参で登壇され、美しいバンジ
ョーの自演で始まりました。川上ワイズからは、
ウィングはじめ
各クラブは、
ワイズメンズクラブ国際協会の組織の一環であり、
各メンバーが支払う会費の一部は国際的な活動にもつながっ
ているという意義があるとのお話で、その一例として，
「ロール
バックマラリア」活動（アフリカなどのマラリアが撲滅されてい
ない地域に蚊帳を配布する活動）の紹介がありました。冒頭演
奏のバンジョー楽曲はマラリア活動のために作曲されたとの
こと。
普段、自らのクラブの活動だけに目が行きがちですが、国際的
な活動にもつながっていると自覚しなければと思った次第で
す。
（錦織秀臣）
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京都部部長
川上孝司様

地域奉仕・環境事業主査 PR 委員会委員長
吉岡幸次様
東田吉末様

森野茂さん
（スポンサー西野Yʼs）
の入会式を行いました。

8月の事業参加

青い空と白い雲のキャンプサポート

日時：8月18・19日（土・日）場所：サバエキャンプ場

1 日目

2 日目

今年度も8月18日〜19日にかけてウイ

ングクラブにとってビッグイベントでも
あるソラシドキャンプがサバエキャンプ

場にて行われました。

今回のキャンプで大きな事故や子供達の急変も無く無事に終

ウイングのキックオフワークとも言える、

えられる事が出来たのもこのキャンプに関わった全ての方の

ンバーの汗と気力で乗り切り、恒例の

初日は子供達のワクワクした表情がとても印象的でした。

サバエに於ける様々な作業を多くのメ

力が集結しての事だと思っています。

「ソラシド」キャンプを気持ちよく迎えることができました。サバ

夜のキャンプファイヤーで子供達に「このキャンプで1番楽し

り着くのに相当苦労しましたが、子どもたちを乗せたバスの到

2日目に予定している
「気球！クルーザー！カヌー！」
とそれぞれ

面の進入路拡幅でしたが、結局観光バスは通り過ぎてしまい、

そして2日目の朝、快晴！

番から厨房に入ってつくってくれた昼食の牛丼は、
ことのほか

目から見ても輝いてるのが印象的でした。

エまでの道路がいたる所で渋滞だったようで、
メンバーはたど

みな事は何ですか？」
というリーダーの質問に対して子供達は

着には間に合いました。様々な難問を乗り越え完成させた正

1番の楽しみを話してくれ私も俄然ヤル気になりました。

ちょっと拍子抜けではありましたが・・・。篠原ファミリーが朝一

美味く、子どもたちもスタッフも満面(腹)の笑みで、評価は「か

気球をあげる準備が整い子供達が浜へ向かってくる表情が遠

そして朝食を済ませクルーザーとカヌーの時間がやってきまし

き氷」を大きく上回ったのではないかと誰かが言ってました。

た。

置、サバエ族が出現するキャンプファイヤとウイングの出番も

乗るカヌーのサポートに私と北川y'sがつかせてもらい目標地

のホッコリ感とハードメンバーの不在で、今回の宿泊者は平和

のか子供達の漕ぐ手にも力が入りグングンスピードを上げて

０名、お疲れさまでした。
（藤田寿男）

浜でのプログラムが終わり昼食ではウイング担当の流しそうめ

午後からのプログラムは、バームクーヘンづくり、
ブランコの設

中には絶対濡れてはいけない子供が3人いたのでその子達の

多く、明日の多彩なプログラムへの体力温存とスーパー銭湯

点を目指して子供達が漕ぎ始めました。
よっぽど楽しみだった

な眠りにつけたようです。
ちなみにこの日の参加メンバーは２

いくカヌーについて行くのがやっとでした。

んをしていると、上の方で待ち構えてる子もいれば1番下で待

ってる子もいて子供達一人一人の個性が出る良い昼食だった

と思います。

2日目間通して終始笑顔の絶えない素晴らしいキャンプだった

と思い私はその後皆さんより一足早くキャンプ場を出ました。

ソラシドキャンプは子供達が楽しんでもらうためには大人達も
本気で楽しんでこそのキャンプだと思う2日間でした。

また来年も参加したいと思います。
（本多悠佑）
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中西康晴・勝子夫妻

Happy Birthday
森本智子

9月15日

38年目となります。夫婦だけの生活にも慣れて、たまに子供た

9月12日

ちが、帰ってくるとあれこれと用事を頼まれるので疲れます。

９月１２日で超えます。

孫も遊びに来てくれるのは嬉しいけれどこれまた疲れます。

超えるのは、辛くはないですが、悲しいです。

人は老いには勝てないですが、二人の娘にささえられてます。

サプリメントをいっぱい飲んで元気でがんばるぞ〜。

田中富基・博子夫妻

9月20日

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。
長女は社会人として、
次女は、来年から大学生になります。
結婚生活３７年です。アジアに５年家族で赴任し、帰国後も
この二人に支えられて生きております。
子供が巣立つ迄家族で暮らしましたが、米国への留学や直近
二人が健康でいられることが、私の幸せであリ、支えとなって
の１４年間は単身赴任でした。
おります。
今夫婦で３年目やっとしっくり雲雀丘に暮らせています。今が
奥村賢三

9月15日

いいです。

７２歳になっても増々パワー全開

第３回役員会議事録（8/9）

死ぬまで生きる人生。

元気で悔いを残さず苦をもたず

笑いの毎日で一生暮らしたい！
！

（ガンバリます）

前田晴加

9月19日

ウイングクラブの皆様には台湾の締結式に参加させて頂いた
時に初めてお会いしました。

最初は不安もありましたが、
とても楽しい時間を過ごせました。

また、お会いする機会があった時は宜しくお願い致します。

本多悠佑

9月29日

今月29日で36歳になります。

気持ちではまだまだ華の20代だと思っていたのですが先日
参加させて貰ったソラシドキャンプで体力の衰えを感じたの

で今年の目標は少し鍛えてみようと思います。

Happy Anniversary
山岸裕明・モトエ夫妻

9月2日

今回で２８回目の結婚記念日を迎えます。

嫁さんには仕事も家事も親と同居にもかかわらず長〜く頑張

ってよ〜く続いたもんやな〜と感謝しております。

でも最近相当ストレス溜まってるみたいで大爆発大噴火もし
ばしば！
！
！

皆さん！旅行行った話しや家族団欒の楽しい話は嫁の前では

しないでください（笑）

笑い事ではございません！

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）
8 月第２例会
部長公式訪問
（3 名の食事代はドライバープログラム費）
9 月第 1 例会
現時点京都部会 33 名で登録
9 月第 2 例会
Y サ・サバエアワ−
10 月第 1 例会
未定
10 月第 2 例会 野外ファミリー例会
（サバエキャン場）
3：リトセン秋季準備ワークに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
9 月 2 日（日）青少年育成のための YMCA 施設の
整備を行います。主に草刈りその他
4：入会に関する件（小田委員長）
森野茂さんが 8 月 23 日 8 月第 2 例会に入会式を
行います。
5：金浦クラブのキムチ漬けワークに関する件（山内委員長）
継続審議で各委員会に広く意見を伺いました。
支援金は 100,000 円で決まりました
6：クラブ内ファンドに関する件（藤田 ( 正 ) 委員長）
9 月にウナギファンドを行います。2,500 円で販売
します。引取は 9 月 13・14・15 日を予定しています。
7：ワイズデーに関する件（本多委員長）
11 月 11 日ワイズデー 物販ブースを、成望館、
リ・プランに出店を打診する。
PR ブースは、ソラシドキャンプや、
病院コンサートの写真を展示
8：京都部次期主査輩出に関する件（佐藤会長）
次期京都部 Y サ主査に北川雅俊君を選出
9：台中グレートビジョンクラブ IBC 締結に向けての議事録
の確認に関する件（山内委員長）
草案を役員会メンバーで確認一部を修正して、
保存する。別紙参照
10：台中グレートビジョンクラブ来日に関する件（山内委員長）
来年 3 月か 4 月に来日したい。
特に CS 事業のある時期を希望しています。

9月・10月の予定
9月の予定
2日（日）
9日（日）

リトセン秋季準備ワーク
第一例会：京都部会

10月の予定
9時〜

リトリートセンター 4日（木）
グランドプリンスホテル京都

第一例会：

19時〜
19時30分〜

Ｈ日航プリンセス

11日（木）

役員会

13日（木）

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

21日（日）

第二例会：ファミリー例会

サバエキャンプ場

20日（木）

第二例会：メンバースピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

28日（日）

国際協力募金

三条ＹＭＣＡ

23日（日）

サバエ秋祭り

サバエキャンプ場

三条ＹＭＣＡ

ウィズキッズ病院コンサート

編集後記 9月です。さすがに少し過ごしやすくなってきました。今年のソラシドキャンプも事故なく、子どもたちの笑顔が溢れ
るいいキャンプになりました。
（上田）
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