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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
●今月の聖句

〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

何事でも神の御心に適うことをわたしたちが願うなら、神は聞き入れてくださる。
これが神に対するわたしたちの確信です。
ヨハネの手紙１

☆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 』

「ウイングクラブの良い慣習」

長谷川卓哉

今期、私は初めての三役を務める事となりましたが、佐藤会長から依頼
のお電話を頂戴した時自然と私は会計の経験がないのでご迷惑をおかけ
する可能性が高いという理由でお断りさせて頂く旨を伝えました。
そんな
事を言いながらも、
ウイングクラブには会長をはじめ三役、委員長の依頼
を受けた人は断ってはいけない。断らない。
という慣習があることが脳裏
に浮かび、すぐに考えを改め、経験がないので一年間勉強させて頂きます
と伝えました。
上記慣習の本当の意味を知らずに……。
そして昨年の１２月に亀井さんとお話させて頂く機会があった時にその
本質を教わりました。
役員を依頼された人は、断る・断らない、出来る・出来ないではなく、依頼
した人が事前によくよく考えこの人にこの役割をして欲しい、
またはこの人
ならこの役割を果たしてくれるといった期待感や信頼感が根底にあっての
事だと。
私は感銘を受け、
この素晴らしい慣習を継承していく事を心に決めまし
た。
その為に新しいメンバーに伝えていく事が必要と思っていました。来期
は初めて委員長を務める方が多くいらっしゃるので、
この原稿に目を通し
て頂けると幸いです。
私は会計を任された時より例会開始３０分前に例会場に到着すること
を決めたので例会日は全てのスケジュールを逆算して予定を立てる等、負
担も増えますが、その分ウイングクラブに対する責任感や使命感などが芽
生えたのも事実です。
任期も残りわずかとなりましたが、最後まで責任をもって務めたいと思い
ます。
DATA OF FEBRUARY
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５章１４節

●2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
40名
0名
0名
1名
0名

●2月月間メイキャップ者数
●2月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
2月分
●ニコニコ 2月分
15,000 円
●ファンド 2月分
0円

第２例会
33名
0名
0名
1名
0名
0名
93％

累計
0 pt
累計
0円
累計 120,280 円
累計 382,189 円

3 月の強調テーマ

JWF
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられてい
ます。個人やクラブの記念に合わせて献金
をお願いします！

西野 陽一

ＪＷＦ管理委員長

（大阪高槻クラブ）

２月の例会

【第二例会】
参加者：メンバー33名、ゲスト1名

【第一例会】
参加者：メンバー40名、ゲスト1名
日時：2月7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：ゲストスピーチ

司会

『いのちの電話』中瀬

今回は、社会福祉法人京都いのちの電話

余

日時：2月21日(木)

19:00〜21:00

場所：ムーンバットビル
東達

西野 健次

プログラム：ゲストスピーチ
「REASHプロジェクト

真弓 様
事務局長

司会

中瀬

真弓様をお迎えしてご講演をいただきました。負の連鎖から笑
顔の連鎖へ「命をつなぐ」
でその目的は自殺予防です。

日本では１年間に３万人以上の人が自殺しています。
これは

交通事故の６倍以上にあたります。誰でも心の危機に遭遇す

並河恭子 様

一人一人のゴルフ上達」

二月第二例会はＴＯＦ例会で、二つのメインプログラムを行
いました。

ひとつは加藤総主事に学園債について、お話いただきました。
案内自体は各メンバーが頂いており、概要は把握しておりまし

たが、保育園を開設する為には耐震工事が必須であること等、

学園債を発行するに至った経緯を実際に説明していただけて、

ることがあります。孤独や孤立が深まると、死にたくなることも

よりその必要性を理解することができました。

相談員は、ボランティアであり２０１９年度は第４２期になり

もうひとつはプロゴルファー並河恭子様に、
ゴルフ上達のため

て年間約２１，０００件の電話を受けています。

人の足への体重のかけ方は、４タイプに分かれており、それに

あるそうです。

１９８２年開局以来、３６年にわたり活動をしておられます。 に、
自分の体の特性を把握することの大切さを講演いただきま
１９８５年４月からは２４時間体制で「眠らぬダイヤル」
とし した。

「ひとことの言葉が生きる力になることもある」
と信じて、相談

者の声に隣人として日々耳を傾ける活動をされています。国境

を越えて生まれた運動だそうです。
（岸本伸也）

よって体のパフォーマンスを最大限に発揮できる姿勢が変わ

ってくるという物でしたが、講演では実際に松井Yʼs、佐藤Yʼsに
も登壇いただき、縄跳びの飛び方や、座る時の曲げるからだの

部位の違いなど、様々な動きを実践して見せていただくことで、

ウイングメンバーにその違いが良くわかるように、
ご講演くださ
いました。

ゴルフ自体を行っていなかった、
メンバーもおりましたが、先生

に姿勢を直していただくことで、
ゴルフ経験者のような見事な
素振りが出来るようにもなりました。

各ウイングのメンバーも今まで気づけていなかった、自身の体

の特性に気づき今後自分のスポーツに生かすことを楽しみに

している様子でした。私自身もゴルフを経験している身ですの

で、
この日に教わったことを一刻も早く、生かしていきたいです。

（奥田健登）
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2月の事業参加

井上英也Ｙʻｓが、９位入賞。
ウイングからは１４名の参加者

の中、８名が飛賞には入り先に帰った人が多かったので、
ウイ

【京都YMCAネパールチャリティーバザー】
日時：2月11日（月祝）

場所：三条YMCA

ングの名前を呼ばれるたびに代理で佐藤会長が賞品を取りに
出られ、皆から轟の喚声が上がりました。

こうしてメンバー同志で和気あいあいのたのしい半日を過ごし

2月11日月曜日、京都YMCAでネパールチャリティーバザーが

帰路に向いました。

事情を抱えた子ども達が暮らすYMCA児童養護施設を支援す

謝、そしてありがとう！！来年も大勢の参加を期待してたのしみ

行われました。
この事業はネパールで貧困や内戦など色々な

今回のホストを担当された洛中クラブのスタッフの皆様に感

る目的で行われています。物品販売、カヘェやマッサージ、野

にしています。
（奥村賢三）

菜の販売など小雨が降る足元の悪い中でも朝早くから並ばれ

る方もおられ、大盛況とまでも行かなくても、各クラブのメンバ
ー達も頑張っておられました。
ウイングクラブはバザーのお手

伝い、射程、美味しいコーヒーの販売、
フランクフルトの販売な

ど準備から後片付けまで本当にお疲れ様でした。私の感想で
は、一般の方がもう少し入りやすい仕組みが出来れば、
より多

くの寄贈が出来るのではと思います。
（今村隆宏）

第 9 回役員会議事録（2/14）

【CSチャリティーボーリング】
日時：2月24日（日）

場所：しょうざんボウル

２月24日 日曜日午後２時より 北区衣笠のしょうざんボウ

ルにて受付が始まり早くから各クラブのメンバーや家族連れ
の人達がぞくぞくと、ホールに集まって来ました。

長年ウイングに居ますので他クラブの沢山の知り合いと握手

で挨拶を交わし３時、開会まで和やかに過ごしました。

今回は洛中クラブがホスト役をされ、なんと、１８２名の参加

者を募り京都部長の試球式の後、
ゲームスタートと成りました。
２ゲームで成績を競いましたが、７０才以上は１ゲームに３
０点のハンデが加算され、私は５位に表彰されました。

諸報告
各委員会日程：・各委員会日程他 IBC 未定・ドライバー 3/11・
EMC2/28・ファンド未定・サバエ Y サ 3/1・CS 未定・ブリテン 2/26
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）
2 月第 2 例会 ＴＯＦ例会 プロゴルファー並川恭子様 お礼 1 万円
3 月第 1 例会 ＥＭＣアワー 亀井君・中島君
3 月第 2 例会 ＩＢＣとＣＳ報告会（車いす駅伝の報告など）
４月第 1 例会 革靴を履いた猫（ゲストスピーチ）
４月第 2 例会 ＡＥＤ講習会
２月第 1 例会 ゲストお礼 メンバーの要望により 2 万円増額・合計 3
万円にする。
3：ミニバスケットボール大会支援に関する件（木下代理）
3 月 16 〜 17 日の 2 日間フランクフルトを提供する 10 時から、予算 2
万円の追加
4：JOCS ウォーカソンサポートに関する件（本多委員長）
4 月 6 日（土）例年とおり行う
5：リトセン夜桜フェスタに関する件（木下代理）
4 月 14 日（日）天ぷらうどんの予定
6：台湾グレートビジョンクラブ歓迎会に関する件（山内委員長）
3 月 9 日公式歓迎会（高台寺こいこい）ＩＢＣ予算から約 12 万円を支
出（お土産・通訳等）
7：ボランティアビューロー支援に関する件（木下代理）
3 万円の支出、ボランティアビューローの活動を紹介する。

3月・4月の予定

7日（木）

3月の予定

第一例会：EMCアワー

19時〜

日航プリンセス

10日（日）

全国車いす駅伝大会サポート

14日（木）

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

21日（木）

第二例会：IBCとCS報告会

19時00分〜

日航プリンセス

10日（日）

YMCAリーダー卒業祝会

16日（土）17日（日） YMCAミニバスケット大会

宝ケ池プリンスホテル
三条ＹＭＣＡ

横大路運動公園体育館

4日（木）
6日（土）

11日（木）
14日（日）
18日（木）

4月の予定

第一例会：ゲストスピーチ

19時〜

日航プリンセス

役員会

19時30分〜

三条ＹＭＣＡ

第14回JOCSウォーカソン
リトセン夜桜フェスタ
第二例会：AED講習会

13時30分〜
15時〜

鴨川堤防

リトリートセンター

ーー 19時〜 日航プリンセス

編集後記 少しづつですが、春めいてきました。今年の春は例年に比べて気温が高めとの予報も。昨年のような豪雨や猛暑の
ない穏やかな春夏であってほしいですね。(上田)
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Happy Birthday
井上 凉子 3月2日
ダイヤモンド婚迄後9年一日一日を大切にメンテナ
ンスしながらいろんなことを楽しみたいと思ってい
ます

中西 康晴 3月15日
３/１５で70歳です。健康で過ごすために朝のラン
を続けています。
冬朝は、つらいです。体に鞭うって あーさむ！

天根 真奈美 3月6日
4月から美容室の料金をお寺なのでお布施制にす
ることにしました。
ドネーションで生きていきます。

稲垣 康生 3月20日
45歳になりました。
55歳まで公私共に気合を入れて頑張ります。
ですので必ずご迷惑をお掛けすると思いますので
宜しくお願いします。

前田 慎 3月7日
３９歳になります。最後の２０代は複雑な気持ち
だったのを覚えていますが、最後の３０代は不思
議と何も感じません。ですが、体力の衰えだけは確
実に感じるので健康には気を付けて頑張っていき
たいと思います。

中村 香苗 3月30日
長男が成人式を迎え、次男、三男が中学生の多感な
時期を迎えたようです。
成長過程ではあるんですが、少し寂しいですね…
趣味をみつけようかとは思いますが、
とりあえずは、

石田 賢三 3月10日
ウイングクラブの平均年齢を上げている一人です
Happy Anniversary
がまだまだ若い人には負けないと言いたいのです
バースデー・アニバーサリーは、
中村 誠司・香苗 夫妻 3月2日
が、体力の衰えを感じる様になりました。週に4，5日、
今年長男が成人式を迎えホット一息。最近バイトテ
４ｋｍほど体力をつける為に歩いています。
ロのニュースを見るたびにうちの子は大丈夫かな
メンバーのみの公開となります。
1年後の目標は１０ｋｍ又はハーフマラソンを、走
⁉とドキドキしています。
れるほど頑張りたいと思っています。
松島 貴代 3月11日
今年で49歳になります。
昨年から健康の為にと主人に進められ週２回ジム
に通いだしました。
続けて行くうちに体と精神が養われたのか、体がと
っても軽くなりました。
続ける事に意義がある！
50歳からも衰えない体つくりを頑張ります！

島本 浩晃・洋子 夫妻 3月6日
今年で31年目となりました。長いようにも思います
し、短いようにも感じます。ただ今年も無事に迎えら
れそうなこと、感謝します。
これからも一年一年、年
数を積み上げていけることを楽しんでいきたいを
思います。

森本 賴和・智子 夫妻 3月22日
今年は、長女が結婚、次女から大学と一斉に親離れ
する年になりました。
もう少し甘えてくれても良かっ
中島 あつ子 3月11日
たのに〜と、長女の結婚が決まった途端、そう思う
70＊歳になってからお琴に、三味線に今までとは
のは、何故なんですかね？
違った興味が湧き、楽しくお稽古に頑張っています。
あまり構ってやれずに、小さい時から自分でなんで
50数年、今まで続けられた事に感謝です。。
も自分自身で考えて、行動していた彼女の事を想う
と悲しいくらい切なくなるのは、何故なんですか
佐々木 啓恵 3月11日
ね？
早いものであれからもうすぐ3年が経とうとしてい
ます。
廣部仁太郎・幸枝 夫妻 3月24日
毎日を健康に過ごせることに感謝しつつ、丁寧に生
結婚して20年になります。職は異なりますが同じ会
活することを大切にして、またこの一年を過ごして
社で知り合いました。当時は広告系の仕事で家を
いきたいと思います。
空ける事も多かったのですが、家事に子育てに、ず
っと家庭を支えてきてくれました。
これからは嫁孝
行します。
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