京都ウイングワイズメンズクラブブリテン2019年2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

第1号

通巻380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
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〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです。ただ、この自由を、
肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いにつかえなさい。

ガラテヤの信徒への手紙5章13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」

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

「ウイングカラー」

中村 誠司

私がウイングクラブに入会させて頂いた時、妻のお腹の中には長男がいま

した。

その長男が今年成人式を迎えました。
と言う事は私もワイズメンとして成人

を迎えたのだと言う事になります。入会当時私は20代半ばのまだまだ半人前

の世間知らずでしたので例会に参加する度に緊張で食事もゆっくりと味わえ
なかったのを覚えています。

この20年の間にたくさんのメンバーが入退会をされ、深く関われた方、例

会でお会いして一言二言交わすだけの関係だった方など様々な交流があり

ました。
ウイングクラブという器の中で色々な意見が行き交うからこそウイン

グクラブも変化してゆくのは当然であります。在籍中の先輩メンバーの中には

自分の知るウイングクラブとは違うと感じられている方もおられると思います。
私はその思いは飲み込まず前に出してもらいたいと思います。その言葉の中

には時代に流されないウイングクラブの守り続けてきた本質が必ず存在する
はずだからです。新しいメンバーに伝え、受け取ったメンバーがそれぞれの解

釈と知識でクラブにフィードバックする。そしてクラブが変わっていく、それは

変化と言うよりも進化と呼べるのではないでしょうか。そのために必要なのは

ディスカッションだと思います。時代の流れで飲酒運転はもちろんの事、喫煙

出来る場も少なくなり交流できる場が少なくなりました。だからこそもっとも

っと意識してクラブの事を語り合える機会が必要だと思います。変えるべきと
ころは変え、守るべきところは守る！

伝統ある組織（大学やスポーツチームなど）にはそれぞれの伝統的なカラ

ーがあります。いつまでも変わらないウイングクラブのカラー（良さ）をこの先

も継承していければと私は思います。
DATA OF OCTOBER
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●1月在籍者47名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
38名
0名
0名
1名
0名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
12月分
●ニコニコ 1月分
7,000 円
●ファンド 1月分 382,189 円

第２例会
36名
0名
0名
0名
0名
0名
93％

累計
0 pt
累計
0円
累計 105,280 円
累計 382,189 円

2 月の強調テーマ

TOF・CS・FF
STEP for ALL
あなたの思いやりが人を助け、命を救い、
環境を守ります。
各種献金にご協力ください。
倉

卓也

地域奉仕・環境事業主任
（京都トップスクラブ）

1月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー38名、ゲスト1名
日時：1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：新年総会

書家

司会

安田 舞様

西野 健次

【第二例会】
参加者：メンバー36名
日時：1月24日(木)

19:00〜21:00

場所：ホテル日航プリンセス京都
司会

松島 正雄

プログラム：半期総会
1月第二例会は、恒例の半期総会でした。
ウイングに入会して3

1月新年例会は書道家の安田舞様をゲストにお迎えしました。
開始早々、大きな黒地の紙に金文字で書かれていく文字。

何の言葉だろうと思って楽しみに見ていたら、書かれた文字は
第32期会長主題の『自己研鑽』
でした。

格好良いパフォーマンスで勢いのある新年例会らしい始まり

でした。

その後はメンバーそれぞれが自分の名前を筆ペンを使って書

き初めしました。

最初は練習なしで1度書き、その後筆の使い方やゆっくりと丁

寧にといった心掛けを教わりました。
さらに安田さんの直筆の

お手本を見ながら練習を重ねると…

最後に書いた文字は最初に比べると、飛躍的に上手くなって
いました。

周りのメンバーの皆さんを見ても上手くなっていて、
この短時
間での向上に盛り上がっていました。

パソコンで文字を打ち、字を書く事が少なくなっていて、
まして
筆を使う事は日常生活では、ほとんどなくなっているので、貴
重な体験となりました。

今年も1つ1つの体験を大切にし、可能性を切り拓く為に自己

研鑽に努めたいと思いました。今年も宜しくお願い致します。

（前田慎）

年目の私にとって3回目の半期総会ですが、今年はブリテン委

員会の委員長として上半期の活動報告をさせていただきまし

た。

ブリテン委員会以外の各委員会からの報告を聞きながら、
ウ

イングクラブの活動は本当に活発だなとあらためて感じました。

ウイングクラブに対する深い愛情と、情熱と、自信に満ちた各
報告を聞き、身の引き締まる思いでした。

会計の中村誠司ワイズから、上半期の収支決算報告がなされ

ました。各項目毎に詳細に説明され、
ウイングの活動やお金の
使い方がよくわかりました。

また、次々期会長に天根ワイズの選出が承認されました。遠方
から来られている天根ワイズが次々期会長をお受けになられ

たのは大きな決心だったと思いますが、
これも天根ワイズのウ
イングに対する愛情、情熱の表れだと思います。選出を承認し
たメンバーの一人として、
しっかりと天根ワイズを支えていか
なければいけないと思いました。

その他、次期三役、及び次期役員の選出、ならびに次期Yサ主

査輩出が承認されました。私も次期会計の一人に選出いただ

きました。微力ながら、森本次期会長をしっかりと支えていきた
いと思います。

半期総会は、定例の総会ではありますが、
ウイングの活発な活
動内容やメンバーの情熱に触れ、下半期も頑張ろうという気持

ちになれる貴重な機会だということをあらためて感じました。

（上田敦）
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Happy Birthday
西野 希久子

2月3日

早いもので、
この世に誕生してから４回目の年女を
迎えました。

これからも、元気に頑張りたいと思います。
吉岡 かおり 2月8日

佐藤 泰子

2月21日

今年４５歳になります。

今年度は主人がウイングクラブの会長を務めること

になり、普段の生活では経験できないようないろい

ろなことを体験させていただいております。子供は
上の子が成人を迎え、振り返ってみれば早い２０年

最近ホットヨガに通っています。50代に近づき、今の

だったと思います。

ています。

廣部 仁太郎

間身体をにケアし、目指せ30代!!で頑張ろうと思っ

武村 松一

2月25日

今年でついに50歳の大台を迎えました。半世紀も

2月9日

人生も後半に入って久しいが、健康寿命だけは保ち

たいと思う。
しかし、日々不摂生の為どうなることや

ら。

生きてきた実感が全然湧かないのですが、人生
100年時代。折り返し地点と思い、
これからの人生

は少しでも人の役に立てるように精進していきたい

と思います。

廣部 幸枝

2月9日

いつもお世話になり、
ありがとうございます。

吉岡 毅

2月26日

最近60手前になると自分の年も次誕生日が来たら、

いくつやったかなぁ〜とわからない時があります。先
気がつけば、人生の折り返しを過ぎている！と驚くば
バースデー・アニバーサリーは、
日娘と四条を歩いたら学生時代だった同級生女子
かり。
続けている茶道を行きつ戻りつしながら、新しい発
見もしていきたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します
中島 敬泰

に声をかけられ、
まったく変わってないなぁ〜後に、

お孫さん？って聞かれ、
ショックを受けました!!
メンバーのみの公開となります。

2月19日

Happy Anniversary

７４歳になりました。

亀井 剛・久美子 夫妻 2月11日

来年もこの想いを忘れず投稿できればいいですね。

はいつの頃までだったか。今は互いに干渉すること

余 景子

をしています。平和といえば平和ですが・・・。

この日を健康で迎えられ感謝です。

2月19日

いつも主人がお世話になっております。日々 育児、

46年になりました。家庭内の共通の目標があったの

なく、つかず離れず、それぞれ趣味に合った生き方

子育てに追われ、なかなか自分の時間が作れ無い

安藤 也人・織帆 夫妻 2月14日

ャレンジ出来たらなと思っております。今後ともよろ

早いもので今年長男がピカピカの一年生になります。

ですが、そんな中でも時間を作り何か新しい事にチ

結婚七年目を迎えます。

しくお願いします。

一年生からラグビーをし三年生から野球をすると計

田中 博子

行きたいと思います。

2月20日

昨年から関西学院の保育園の保母をしております。

画を語られ、私自身も少しは計画を立てて頑張って

結構重労働ですが職員になれて嬉しいです。息子
が中高大と在籍時には、単身の主人が校友会の国

際交流委員長に推され、代役してました。
クリスマス

には以前同様KGグリーと一緒にハレルヤ歌いました。
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第８回役員会議事録（1/17）

祝！還暦

諸報告
各委員会日程：Y サ 1/18・ブリテン 1/29・ファンド 1/24・EMC1/31/・
ドライバー 2/4・IBC1/29
議
1：役員会議事録に関する件

案

承認

2：例会に関する件（西野委員長）
1 月第 2 例会

半期総会

2 月第 1 例会

ゲストスピーチ、いのちの電話

1 万円

2 月第 2 例会 ＴＯＦ例会、ゲストスピーチ、プロゴルファー並河恭子様
1 万円、会場はムーンバットビル
3 月第 1 例会

ＥＭＣアワー

3 月第 2 例会

メンバースピーチ

1 月 19 日、祇園の札幌かに家
にて谷口豊ワイズと、藤田正

純ワイズの還暦祝いの会を開

3：ネパールチャリティーバザー支援に関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
2 月 11 日

フランクフルト、コーヒーを出店、売上金を

催しました。おめでとうござ

ネパールＹＭＣＡ支援に。

いました。

4：車いす駅伝サポートに関する件（本多委員長）
3 月 10 日

車いす駅伝参加選手の補助。宝ヶ池グランドプリンスホテル

集合。9 時 30 分集合、西京極運動公園 3 時頃終了予定、障碍者スポーツ
をサポートする。
5：リーダー卒業祝会支援に関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
3 月 10 日ＹＭＣＡリーダー卒業のアルバム作成費 3 万円を支出
会長と Y サ委員長が出席。YMCA リーダー支援
6：ミニバスケットボール大会支援に関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
ランクフルトを提供予定、予算 2 万円
青少年育成活動をサポートする。
7：次期役員選出に関する件（森本次期会長）
Y サ廣部・CS 前田・EMC 西野・IBC 稲垣・ファンド余・ブリテン青倉・
ドライバー山岸

敬称略

半期総会に提出

8：半期事業報告書に関する件（天根書記）
別紙

半期総会に提出

9：半期決算書に関する件（中村会計）
別紙

半期総会に提出

！！注意！！今月の第２例会は TOF 例会で室町四条下る西側のムーンバットビルで行われます。
２月・３月の予定

２月の予定
1日（木）
8日（木）

11日（日）
15日（木）
24日（日）

第一例会：ゲストスピーチ

役員会

国際チャリティーイベント
第二例会：TOF例会

CSチャリティボウリング

19時〜

19時00分〜

19時〜
15時〜

Ｈ日航プリンセス

３月の予定

7日（木）

第一例会：EMCアワー

三条ＹＭＣＡ

14日（木）

役員会

ムーンバットビル

10日（日）

YMCAリーダー卒業祝会

三条ＹＭＣＡ

しょうざんボウル

10日（日）

全国車いす駅伝大会サポート

16日（土）17日（日） YMCAミニバスケット大会
21日（木）

第二例会：メンバースピーチ

19時〜

19時30分〜

日航プリンセス
三条ＹＭＣＡ

宝ケ池プリンスホテル
三条ＹＭＣＡ

19時〜

日航プリンセス

編集後記 今年も早1ヶ月が過ぎました。1月下旬にはぐっと冷え込む日が続きました。インフルエンザも猛威を振るっています。
手洗いうがい励行、
くれぐれも健康にはお気をつけください。
（上田）
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