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★クラブ会長主題
●今月の聖句

マザーテレサ　日々のことば　1月1日

「S e l f  i m p r o v em e n t　～次世代へ発展するウイングクラブへ～」

●12月在籍者45名

●12月月間メイキャップ者数
●12月月間出席率 93％
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DATA OF OCTOBER 1月の強調テーマ

IBC・DBC
交流はワイズの醍醐味です。お見合いボー
ドも利用していただき、様々な出会い、交
流を楽しみましょう。

中井　信一　国際・交流事業主任
（奈良クラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
42名
0名
0名
0名
0名

第２例会
38名
24名
20名
9名
0名

あなたの心の中に、神を愛する喜びを持ちつづけてください。
そしてこの喜びを、あなたが出会うすべての人たちと分かち合いましょう。
特に、聖なるものとなれるよう、家族といっしょに祈りましょう。
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入会後、私はあまりワークなどに参加をしていなかった為、次期会長
が決まってからは初心にもどり、できる限り副会長の時から参加するよ
うに努めました。それは、立場かわれば言うことがかわる事が嫌だった
ので、まずは行動で皆様に伝えたかったからです。
そして７月より会長がスタートしました。そしてちょうど半年を終えま
した。
その中で、２番目に感じることは「長かった」です。私の中では１年
半が終わったというところなんですね。しかし、この半年は「早かった」
ですね。
７月は台中グレートビジョンクラブとの締結、８月は青い空と白い雲
のキャンプ、９月はサバエ秋祭り、１１月は金浦クラブでのキムチ漬
けやワイズデーがあり、１２月はクリスマス例会などのイベントがてん
こ盛り、またその中で、例会や委員会、役員会などワイズ・ワイズ・ワイ
ズの日々だった気がします。
そして、１番感じることはメンバーへの「感謝の気持ち」です。私は入
会１４年目を迎えますが、各メンバーの協力がありクラブの運営がな
りたっているという当たり前のことが、一番難しいことであり、今まで思
ったことのない感謝となりました。
そのような中、副題を「次世代へ発展するウイングクラブへ」とさせて
頂いております。
これは私自身が、前期３０周年を終えたウイングクラブが、先輩や
私ども中堅のメンバーそして、入会歴の浅いメンバーがお互い共鳴し、
伝統と新しい形を模索していく第１歩の年となればという思いで決め
ました。それを私は肌で感じることができた半年ともなりました。これか
ら残りの半年は、その思いの中で次期会長の森本ワイズへバトンがわ
たせるように、引き続き、鋭意努力いたします。
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。

会　長 President 佐藤昌利／Masatoshi Satou
副会長 VicePresident 谷口豊／Yutaka Takiguchi・森本賴和／Yorikazu Morimoto
書　記 Secretary 天根静也／Shizuya Amane・篠原寿一／Jyuichi Shinohara 
会　計 Accountant 長谷川卓哉／Takuya Hasegawa・中村誠司／Seiji Nakamura

会長　佐藤昌利
☆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」

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

「半期を終えて」
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12月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー42名

【第二例会】
　参加者：メンバー38名、メネット24名
　                  コメット20名、ゲスト9名

日時：12月6日(木)19:00～21:00　
場所：ホテル日航プリンセス京都　司会　西野健次
プログラム：IBCアワー
「～金浦クラブとのキムチ合同事業報告会～」
　　　　　　

日時：12月23日(木)18:00～21:00　
場所：ANAクラウンプラザホテル京都
司会　西野健次
プログラム：クリスマス例会
　　　　　　ゲストシンガー　YOU'MI　さん

２０１８年１２月の第一例会はIＢＣアワーとして、今年１１
月に行った金浦クラブとのキムチ漬けワークの報告がありまし
た。昨年は諸事情により中止となったキムチ漬けワークでした
が、今年は無事再開され、たくさんのキムチを漬けることがで
きました。金浦クラブの皆さんの意気込みも相当なもので、周
到に準備いただき、スムーズに作業ができたとの報告がありま
した。
山内ＩＢＣ委員長の報告に続き、佐藤会長はじめ、参加され
たワイズメンからの感想報告もありました。皆さん口をそろえ
て言われることは、これまでキムチ漬けワークに参加したこと
ないメンバーや、最近入会された若いメンバーの方にはぜひ
参加してほしい、ということでした。私も、入会３年目になりま
すが、これまで参加したことがありません。報告を聞いて、来年
はぜひ参加したいと思いました。ワイズメンということで、国境
を超えた親密な繋がりができる機会を、自分のためにも、今後
もっと生かしていきたいなと思いました。（上田敦）

クリスマス目前の12月23日、メンバー、メネット、コメット、ゲス
ト、総勢100名ほどの参加で開催されました。会場はいつもと
は違うANAクラウンプラザホテルです。間違えて日航プリンス
ホテルに行ったメンバーもいたようですね、稲垣Y's。
ドライバー委員長の西野ご夫妻の司会、中村主事のお話、佐
藤会長の挨拶、次期会長森本Y'sの乾杯。
新メンバーの廣部Y'sの太鼓の迫力は圧巻でしたし、YAK.ゆう
みさんの可愛らしい歌声。そんな彼女の本業はヘビメタで、ヘ
ビメタ大好き西野Y's繋がりだそうです。
そういえば会場に到着して早々、小6の息子が吉岡Y'sに連れ
去られました（拉致）。しばらくして息子は、白い衣装で他の子
ども達と並んで会場に登場してきました。可愛らしい子ども達
の中に、坊主頭の息子。クリスマスに戸惑うお地蔵さんのよう
で、なんとも面白い姿でした。
メンバーの活動を日々支え、応援してくれる家族に感謝し、い
つも明るく、楽しく、温かいメンバーに感謝し、今年もこうしてク
リスマス例会に出席できたことに感謝です。（青倉国士）
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「ワイズメンズクラブの目的は？」
（中島敬泰Y’s）

ご承知の通りワイズメンズクラブは、YMCAがYMCAの良き

理解者を、YMCAの支援者を、そしてYMCAの会員を増や

す目的で、その当時の社会情勢をかんがみ、昼食を共にする

ランチョンクラブ（トレムカクラブ）を作ったことを発端として今

日のワイズメンズクラブがあります。ワイズの目的はYMCAの

ためのサービスクラブとして活動をする（ワイズメンズクラブ国

際憲法第2条第3項）、又第2条第1項にはイエス・キリストの

教えに基づき・・・YMCAに対する忠誠心と共に・・・全人類の

為よりよき世界を築くべく尽力するものであると規定している。

ワイズメンズクラブの設立経緯や国際憲法からも解るようにワ

イズに入会すると同時にYMCAの会員となり、YMCAとの密

接な関係を維持するなど当然至極のことであり、他の奉仕ク

ラブとは全く異なる世界観を持った奉仕クラブであります。重

要なことは、ワイズメンズクラブとYMCAは組織や運営方法は

違えどもその使命、目的とするところは、全人類の為よりよき

世界（戦争や差別のない平和な世界、すべての命を大切にし、

人を育て、互いに助け合う共に生きる社会）を築くことで一致

していることであります。従って我々クラブの方針や活動は

YMCAと共に直接、間接的にこの使命、目的を目指すべく、

尽力することが求められています。言い換えれば、我々メンバ

ーはクラブに入会すると同時に全人類の為よりよき世界を築く

べく任務を担っていると言えます。クラブの大切な例会や諸行

事は、極端な言い方をすれば、芸能人やその道の専門家に

よる楽しいスピーチだけでは充分ではなく、ワイズやYMCA

の目的に目指した内容をもってこそ楽しい、素晴らしいものと

言えます。この様な環境に身を置く私たちワイズメンは、この

活動を通して豊かなクラブライフを獲得し、自己実現へのレ

ールがひかれているのです。とっても幸せなことですね。さら

に神様から与えられたこの機会をもっともっと大切に、丁寧、

真摯に受け止め、方針や活動の意味を理解し、奉仕の実践(

例会やワークへの参加)を通じて学び、この学びを具体的な

活動として、身の回りの人々や地域社会に還元出来れば最高

です。ワイズやYMCAでの活動をお手本として地域社会に還

元したいものです。とは言え私たちの活動は、よりよき世界を

築くにはあまりにも微力で力足らずです。ただ私たちの活動が

そうであったとしても、今日考え、行動したことは着実により良

き世界に近づくのです。これからもこのことを信じて活動した

いと思います。

新しい年を迎えて思うこと。今年こそと想い未だ着手できない

いろいろなことがあります。人生の幕を閉じる準備期間、少し

焦る気持ちと、大方の時間を怠惰に過ごして来た我が人生、

それも仕方のないこと。ただ夫婦とも癌という大病を患いなが

らも、皆様の祈りにより今元気に過ごすことができる幸せ、た

だ感謝の一語に尽きます。皆様、あけましておめでとうござい

ます。

奥村Y’sよりご紹介頂きました松井と申します。建物オーナー業
兼建物に関するメンテナンスを仕事としています。これからも
出来るだけ活動に参加して誰からも信頼出来る関係を築いて
いきたいです。よろしくお願いいたします。

新入会メンバー紹介

　

12月の事業参加
市民クリスマス

日時：12月14日（金）場所：三条YMCA

マリアの会クリスマス会

日時：12月16日（日）場所：日航プリンセス京都

（松井敏文Y ’ s）



佐藤 昌利・泰子 夫妻 1月17日
結婚２１年目を迎える年となります。
長男は成人式を迎え、月日の早さに驚いております。今期、会
長の私を支えて頂いている妻には感謝しております。
これからも、笑顔と健康を大切に、日々過ごしたいと思います。

吉岡 毅・かおり 夫妻 1月25日
結婚十二年目を迎えます。常に全力で家事、会社仕事と全力で
頑張ってくれている妻に感謝の気持ちをもち、来年店舗も増え
忙しくしますが娘も少しずつ手が離れてくるので今年は余裕を
見つけ二人で旅行の計画を立てています。

奥田 健登 1月27日
あっという間に、ウイングﾞに入って二度目のバースデイがやっ
てきました。昨年は、「早くアニバーサリーも祝ってもらえるよう
に、がんばります」と豪語していましたが、それにはもう少しか
かりそう(--;)それでも、皆さんのおかげて、楽しく充実した一年
となりました。ありがとうございます！

中村 裕一 1月4日
54歳、around 50 も最後の年になりました。大分惚けてきてま
すが、来年も新規事業案件ありますので、気を引き締めて頑張
ります。

小田 竜哉 1月4日
43才になります。
今年は厄も抜けて仕事面でも立場が変わり、新年号にもなり、
いろんな意味でスタートの年なのでスタートで躓かないように
用心して飛躍の年にしたいです。

井上 英也 1月8日
75才になります。免許の更新に認知試験が義務ですって。試
験場でまわりを見て俺あんな爺と一緒にされたらかなんはと
女房に言ったら、あんたも十分爺やと言われました。好きな麻
雀で脳トレしてこれからも仕事頑張ります。

余 東達 1月15日
46歳になりました。12～13年前にレーシックの手術行い、遠く
は凄く良く見えるのですが、老眼の進行が早く指の爪を切るの
も老眼鏡が必要です。
昨年の健康診断の結果、血圧が少し高いので、適度な運動を
して下さいと言われ、そしたら家の近くの鴨川歩きますと即答
したのですが、全然歩いてません。
今年こそは週1回から歩く習慣をつけたいと思います。

亀井 剛 1月17日
74歳。お金には縁がなかったけれど、幸せにも、仕事において
も家庭においても若いころからの夢はおおむね満たされたよ
うに思えます。これからは若い人たちのために多少なりともお
役に立てればと願っています。

谷口 紗知子 1月19日
水口の実家に引っ越して1月14日で4カ月！度々ホームシック
にかかり涙涙の日々だったけど子供達が頻繁に泊まりに来て
くれたり友達が来てくれたりで 落ち着き 近所の人達との関わ
りもあり 楽しみも出来ました^_^
11月に 私の父が他界し悲しい事もあったけど周りの人の優し
さに触れ感謝する事がとても多くなりました！
感謝の気持ちを大切にして今度は自分が周りに優しさを振り
まいて行けるように頑張ります～^_^

北川 明美 1月26日
26日に誕生日を迎えます。また一つ年をとってしまいます。
いつも思う事ですが誕生日って過去と未来の節目みたいだな
あと…。
今までの思い出を大切にし新しい未来に向かってしっかり精
一杯、頑張って進んで行こうと思います。これからもよろしくお
願いします。

Happy Birthday

 7日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～　 Ｈ日航プリンセス
11日（月祝） 国際チャリティーイベント   三条ＹＭＣＡ
14日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
21日（木） 第二例会：TOF例会  19時～ ムーンバットビル
24日（日） CSチャリティボウリング 15時～ しょうざんボウル

 

10日（木） 第一例会：新年例会 19時～ Ｈ日航プリンセス
17日（木）              役員会 19時00分～ 三条ＹＭＣＡ
24日（木） 第二例会：半期総会 19時～ Ｈ日航プリンセス

1月・2月の予定
2月の予定1月の予定

Happy Anniversary
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編集後記　２０１８年は、猛暑、大雨、台風、地震と自然災害が続い
た一年でした。今も被害に苦しむ方々に思いを馳せ、日々できることを
考えたいと思います。来年は安寧な一年となりますように。（上田）

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。

第７回役員会議事録（12/13）
諸報告

各委員会日程：IBC：未定、CS:12/20、ファンド：12/20、EMC:12/20、
ドライバー：1/7、ブリテン：12/26、サバエ：未定、Yサ：未定

議　案
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）
12 月第 2例会  クリスマス例会　全日空Ｈ
1月第 1例会　新年例会　書初め、書家の安田舞様をゲストに迎え、
　　　　お礼 15 万円と食事代、鏡開き費用はドライバープログラム費
1月第 2例会　半期総会
2月第 1例会　ゲストスピーチ、女性プロゴルファーを予定
2月第 2例会  ＴＯＦ例会、ゲストスピーチ、いのちの電話を予定、
　　　　会場はムーンバットビル
3：成望館新年会に関する件（本多委員長）
1月 26 日 12：00 ～成望館にて、お祝い金 1万円
4：マリアの会クリスマス会に関する件（本多委員長）
ベストドレッサー賞は 4名から 2名に、予算も 1万円に修正
5：ＣＳチャリティーボウリングに関する件（本多委員長）
2月 24 日、受付 14：00 ～開始 15：00 会場：しょうざんボウル、
参加締め切り 1月 18 日
6：台湾グレートビジョンクラブ訪日に関する件（山内委員長） 
3 月 9日、来日予定 8名のメンバー、歓迎会と、車いす駅伝参加、
市内観光を予定
7：次々期会長選出に関する件（北川直前会長）
天根君を会長選考委員会が指名、総会に提出
8：次期三役選出に関する件（森本次期会長）
副会長：天根君・今村君、書記：木下君・錦織君、
会計：上田君・岸本君、次期会長が指名　総会に提出
9：半期総会資料に関する件（天根書記）
12 月 25 日を資料提出期限とする
10：還暦祝いの会開催に関する件（篠原書記）
1月 19 日、6：30 ～祇園の札幌かに家で行います。
会費 1万円（プレゼントのみも募集）


