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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
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〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

●今月の聖句
あなたがたのうちでいちばん偉い人は、いちばん若い者のようになり、上に立つ人は、仕える者のよ
うになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とは、どちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。
しかし、わたしはあなたがたの中で、いわば給仕する者である。
ルカによる福音書22章26節〜27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」

「初めての三役」

書紀

天根静也

平成10年の5月に私はウイングクラブに入会しました。
メールをさかのぼって

みると、その時の書紀をしていたのが今一緒に書紀をしている篠原さんでした。
佐藤会長からお電話があり、三役を引き受ける際にためらわなかったのは、

「三役といっても三役会が増えるだけだからまあ京都にもう1日行く日をやり繰
りさえできればなんとかなるかなあ」
というとても安易な判断からでした。

しかし、実際に新三役が決まり、三役会が始まるとそんな判断は大間違いな

ことに気づきました。

三役になってみると今まで「委員長って大変だなあ〜」なんて思っていたこと

がものすごく自分都合であったことに気付かされます。
もちろん委員長もクラブ

の活動のある部分を責任を持って遂行するわけですが、委員長が動きやすくメ

ンバーを引っ張っていくために意外に縁の下の力持ち的な役割を三役が担っ
ていたということはなって初めて知ったことでした。

そして、三役になると必然的に委員会の担当三役にもなるわけですが、
これ

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

もまた誤算でした笑。
自分が委員長のときは自分が頑張ってるんだという気持

ちでいっぱいいっぱいだったのですが、担当三役になると委員長からいろいろ
なことを求められたり確認されたりします。
また、三役会の意向をうまく委員長

にも伝えなければなりません。
まもなく半期が終わりますが、逆に委員長に迷惑

をかけてばかり。なかなかやってみないと知らなかったことだらけです。

最近新メンバーの入会も活発ですが、反面退会も起きています。今回三役を

やってみて初めて気付かされるクラブ活動の良さに出会いました。
それは会長

のテーマにも掲げられている自己研鑽の部分です。辞めたいなあって気持ちに
なった人も会長や三役を務めるまでその気持を保留にされたほうがいいので
はないかなあと思います。

自分の信頼や魅力を高めていかないと他人の協力はなかなか得られません。

それに気付かされたのが今回の三役での貴重な経験です。
DATA OF OCTOBER
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●10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
33名
0名
0名
1名
0名

●10月月間メイキャップ者数
●10月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
10月分
●ニコニコ 10月分 11,000 円
●ファンド 10月分
0円

累計
累計
累計
累計

第２例会
23名
11名
4名
1名
0名
2名
85％

0 pt
0円
61,440 円
0円

1 1 月の強調テー マ

Public
Relatuins
Wellness

ワイズメンスクラブの活動を広報して、社
会的認知度を高めましょう。
加藤信一

広報・情報委員長
（京都トップス）

10月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー33名、ゲスト1名
日時：10月3日(木)19:00〜21:00

日時：10月21日(日)11:00〜17:00
場所：サバエキャンプ場

京都部会に全員集合

場所：ホテル日航プリンセス京都

プログラム：ゲストスピーチ「事業承継と相続」
税理士法人 アクセス代表社員
相続・資産税事業部

【第二例会】
参加者：メンバー23名、メネット11名、
コメット4名、ゲスト1名

税理士

藤原 由親 様

１０月の第一例会は、税理士の藤原由親先生を講師にお迎え

プログラム：ファミリー例会

10月の第二例会はファミリー例会でした。
場所はサバエキャンプ場。

ウイングメンバーとそのご家族にお集まり頂き、親睦を図るの
が大きな目的です。

して、
「事業承継の負担を軽くする 事業承継税制の活用法」 場所をサバエキャンプ場にしたのはウイングクラブが大きく関

と題して、
ご講演をいただきました。

わってきたこの場所が今までと同様に維持されるために少し

藤原先生は、相続税に特化した業務展開をされており、通常の

でも貢献したかったからです。

お持ちです。中小企業の承継者不足は「ものづくり日本」の根

行きからバスの後方では宴会が始まりました。

税理士が経験する相続税申告件数を遥かに超えるご経験を
幹を揺るがす深刻な社会問題で、国も様々な施策を打ち出し

往復バスをチャーターして行きました。

いくつになっても、やんちゃな人はバスの後方に座りたがるん

ているところですが、藤原先生は、相続や生前贈与の面からの

ですね。

の承継のタイミングは相続から生前贈与へと移行していると

がメインで担当しました。

事業承継スキームを提案されております。
ご講演では、自社株

のご説明があり、贈与税の納税猶予制度など生前贈与に関す

到着したら皆で寛ぐテラスを準備して料理はドライバー委員
上質のお肉と野菜、〆は焼きそば。

る昨今の法改正についてのご説明がありました。中小企業経

ローストビーフもその場で焼いてくださり最高のバーベキュー。

として大変関心のあるところです。熱心にお話を聞いておられ

オークション大会で盛り上がりました。

営者にとって相続や生前贈与による事業承継は現実的な問題

るワイズメンの姿がとても印象的でした。

（上田敦）
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お酒が廻ってきたころを狙って

狙い通り、お買い上げ単価もUPしました。

収益金はサバエキャンプ場に寄付いたします。

皆さん、楽しんで頂けましたでしょうか？？
（西野健次）

10月の事業参加
ウィズキッズ病院コンサートサポート

じゃがいも
ファンド引取り

日時：10月28日（日）
場所：京都中央卸売市場

日時：10月10日（水）場所：京都府立病院
病院の外壁工事の為、いつもの場所ではなく屋根のある場所

でのコンサートのためいつものように重たいコンパネを運ぶこ

となく、椅子を並べる作業でした。
コンサートは、あいにくの雨

の為予定よりも子供達の参加が少なかったようでした。やっぱ

り、
このコンサートは青空の下で子供たちの笑顔と共に行われ

るのがいいと実感しました。春は、晴れますように。
（木下敬悟）

募金

力
国際協

日時：10月28日（日）
場所：四条大橋東詰

第 5 回役員会議事録（10/11）

EMC討論会

日時：10月27日（土）
場所：三条YMCA

※写真は懇親会の写真です

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）
10 月第 2 例会 ファミリー例会 サバエ。オークション 1 品寄贈、
11：30 分スタート準備の協力を
11 月第 1 例会 ゲストスピーチ、収納アドバイザー 1 級、
藤井三津子様 お礼と食事代 15,000
11 月第 2 例会 メンバースピーチ、廣部君、前田君、奥田君、
森野君、テーマ：ウイングに思うこと
12 月第 1 例会 ゲストスピーチ、泉ケンタ衆議院議員、
食事代 5,000 円、テーマ：国会あれこれ
12 月第 2 例会 クリスマス例会、1
2/23（日）全日空ホテル 6：00 開会
3：国際協力募金に関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
10/28（日）12：45 京都 YMCA 集合、市内１０ヶ所を世界中の貧困
や災害で苦しむ人々の為に街頭募金を行う
4：成望館ふれあい祭りに関する件（本多委員長）
11/3、フランクフルト、みたらし団子、支援金３万円
施設の理解と資金協力、所員さんとのふれあい
5：ワイズデーに関する件（本多委員長）
チケット１０枚を支援先にご招待する。CS 予算 25,000
6：リトセンオータムフェスタに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
11/18、天ぷらうどん、予算 50,000
リトセン運営資金獲得と、会員のふれあい
7：京大病院秋祭りに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
11/20、京大病院子供病棟、15：00 〜 16：30、予算 30,000
入院中の子ども支援、青少年育成
8：リ・ブランバザーに関する件（本多委員長）
11/23、花、生活雑貨、飲料水、予算 60,000、ワイン販売は検討中
施設の理解と資金協力、所員さんとのふれあい
9：ファンドに関する件（藤田 ( 正 ) 委員長）
10/28（日）じゃがいも集荷 9：00 〜 11：00
ボジョレーヌーヴォーとチーズ、１１/19（木）
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Happy Birthday
山内 達也

Happy Anniversary

11月11日

西野 健次・希久子 夫妻

52歳になります。何が変わった訳でもなく、いつも通り
の生活、仕事をしているのですが

11月3日

なんやかんやと過ごしてきて娘も大学生と高校生となり
親としての役目もゴールが見えてきました。

なんか？疲れやすかったり、腰や膝が痛かったりと身体

それ以外のことは自由にさせて貰える妻には感謝しな

鈍らな肉体を鍛えたいなぁ〜と思う今日この頃です。来

か模索中です。

年から新しい年号にもなるので、いつまでも、元気で

山内 達也・薫 夫妻

が下降気味・・・仕事以外の身体を動かす事がないので、 がらも少しづつ偉そうになってくる妻にどう対応しよう

若々しい昭和生まれに！
！バイタリティーは25歳で（笑）
稲垣 有美

11月21日

一緒に出掛けてと、変化は余り無いのですが嫁の努力

45才では思いがけない事が沢山ありました‼

46才ではもっと自分に優しく他人に優しくを心がけたい
佐藤 昌利

１４年目になります。何事も無く2人でほのぼのとしてい

ます。平日は仕事から帰って2人でご飯を食べて、休みは

ついに、46才になります。

と思います‼

11月15日

で平和に楽しく日々、過ごせているのかなぁ〜と！？ふだ

んはあまり言わないので、この場を借りて「ありがと

う！
！」
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。

11月24日

今期、私はウイングクラブ会長の年となります。
バースデー原稿の依頼を受けたのですが、

石田 賢三・玲子 夫妻

11月23日

共に白髪が生えるまでと誓って44年。白髪が生えるより

はげてきちゃいました。
これも年輪ですかね、後、６年、

今年何歳になるのか？ 忘れて出てきませんでした（笑） もう、6年で金婚式。

あーそうそう４８歳かー と思いきや実は４７歳でした!!

とても得した気分で、何かハッピーな気持ちです。
これも、会長が忙しいおかげです…。
錦織 秀臣

結婚して18年になりました。去年のブリテンでは、
「来年

アロマサロンをお寺で開く予定にしています。」
と書きま

11月26日

26日で48歳になります。干支が4回転もするまで，特に大
病もなく過ごせて幸せです。
中西 勝子

天根 静也・真奈美 夫妻 11月23日

11月30日

６？才になりました。毎年の口癖、１年ってほんまに早
いなぁー。

月曜日から金曜日は仕事通い、土曜日はエステに接骨
院通い、たまに友人とランチ、そして日曜日は主人とデ

ート。

したが、アロマサロンだけではなく美容室まで開くこと
になりました。京都からは遠いですが暖かくなったら遊
びに来て下さい。

中島 敬泰・あつ子 夫妻 11月5日

今月の始め、九州に行ってきました。
ゆっくりとのんびりした旅でした。

夫婦が健康で旅するって素敵なことですね。

ちょっと早めのアニバーサリー旅行でした。

相変わらずの１年になりそうです。

何十年ぶりに編み物でも始めようかな。肩こるやろなぁ
〜。

編集後記 あの猛暑がウソのような、朝夕には肌寒さを感じるほどの初秋です。街往く人の装いもすっかり秋。私も今月からス
ーツにネクタイです。
（上田）

11月の予定

11月・12月の予定

1日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

3日（土）

成望館 ふれあいまつり

11時〜

成望館

3・4日（土日） IBC事業：キムチ漬け

11時〜

金浦クラブ

8日（木）

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

15日（木）

第二例会：メンバースピーチ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

20日（火）

京大病院秋祭り

15時〜

京大病院

18日（日）
23日（金祝）

リトセンオータムフェスタ

リ・ブラン京都中京バザー

リトリートセンター
衣笠教会

12月の予定

6日（木）

第一例会：ゲストスピーチ

13日（木）

役員会

16日（日）

マリアの会クリスマス会

14日（金）

市民クリスマス

23日（日）

第二例会：クリスマス例会
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19時〜

19時〜

18時〜

Ｈ日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

三条ＹＭＣＡ

Ｈ日航プリンセス

ANAクラウンプラザH
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