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★クラブ会長主題
●今月の聖句

ルカによる福音書6章45節

「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～」

●4月在籍者46名

●4月月間メイキャップ者数
●4月月間出席率 89％
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DATA OF April 5月の強調テーマ
LT

リーダーシップを学んでください！　クラ
ブ、部、区、あらゆる機会にリーダーシッ
プの学の場が有ります。全てを有意義に捉
え、スキルアップし、リーダーシップを身
に着けてください。全てを楽しんでくださ

い。　　Y'sly
船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長

（京都トップスクラブ）

メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター

第１例会
35名
0名
0名
1名
0名

第２例会
30名
0名
0名
0名
0名

善い人は良いものを入れた心の倉から良いものを出し、
悪い人は悪いものを入れた倉から悪いものを出す。
人の口は、心からあふれ出ることを語るのである。
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二度目のファンド委員会配属でした。最初のファンド委員の時は、委員
会で決まった物を例会時に委員長がインフォメーションして注文を聞き
販売する流れを普通だと思っていましたが、段取り八部を見てなくて段取
りの大変さ（汗）、一番大切な集金の大変さ（汗）を肌で感じながら（北川
Y,sにおんぶにだっこでした）ギリギリ乗り切れそうです。
全ての委員会を経験した訳ではないですが、各委員会事の委員長の苦
労が少し解った様な気がします。委員長はIBC委員長を数回経験し、今回
ファンド委員長を経験させて貰ってます。初めての役員会に出た時は何を
話すのか？何を聞けばいいか？疑問だらけの一年でした。今回少しだけ余
裕が出て来た様な気が（笑）
役員会が楽しくて？楽しいのは私だけか？役員会はウイングクラブの考
え方、方向性や各委員会の動きも色んな問題点も良く理解できまるので、
新しいメンバーの方で委員長が役員会欠席の時、代理で参加するのも面
白いですよ！
後、EMCとブリテン委員会を経験すれば一応全委員会経験となります。
次期はIBC委員会ですが、どの様な形で協力出来るか？出来る限りの委
員会出席は当然ですが、金浦クラブ（キムチ漬け）・台中グレートビジョン
クラブ（訪台）北見クラブとの関わり方等、委員長をどれだけサポート出来
るかが次期の仕事かと思い、これも又ウイングクラブの楽しみ方の一つか
と思います。
IBC・ファンド委員会以外の委員会遠くから見ていますが（汗）委員長無
茶苦茶大変そう(@_@。
次期も与えられた役割を果たして行きたいと思います。

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

☆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 』

「今期のファンド活動・委員長について」　　藤田正純
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４月の例会
【第一例会】　
　参加者：メンバー35名、ゲスト1名

【第二例会】
　参加者：メンバー30名

日時：3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　魚見航大様
　　　　　　「若者の職人としての生き方」

日時：4月18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：メンバースピーチ
　　　　　　メンバーの住んでるところ分布
　　　　　「それでも俺はウイングの例会に来る」
　　　　　　　田中Y’s、天根Y’s、谷口Y’s

本日は、株式会社　革靴を履いた猫社長、魚見　航大様より
「若者の職人としての生き方」をテーマにお話を頂いた。龍谷
大学在籍中に、構内にある「樹林」というカフェの「おばちゃん」
に背中を押されこの会社を起業。早い話、靴磨きの会社である。
靴磨きというと路上にて仕事をされるイメージがあるが、彼ら
は、出張して仕事をするほか、現在では御池通御幸町にある店
頭でも「靴磨き」を行っている。障がいのある方たちと共に学び
成長し、誇りを持って生きる人々を構築していく、と語っておら
れた。私なんかは還暦も近づいてくると、「成長」や「誇り」とい
うことに関して無頓着になってきている気がする。さて、ここら
でもうひと踏ん張り、と出来るかどうか？いささか自信がない。
例会が終わって、人生初の靴磨き(靴磨かれ？)を経験して思っ
てこと。それはこの心のこもった仕事。これだけは忘れないで
やって行こう、ということに尽きる。（武村松一）

遠い所から例会に来られているお三方のメンバースピーチ。ま
ずは私の高校の同期の田中ワイズ、宝塚から通うその理由は
YMCAよりウィングメンバーの中に佐藤会長はじめ魅力がある
人がいるからという事、そして京都自体に魅力を感じているか
らとの事でした。2番手車で２時間、一番遠い天根ワイズ。もと
もとITの仕事で京都に住んでて子供さんが小学校に入る時に
奈良の宇陀に引っ越ししてお寺を祖父から継いだとの事。そこ
では祖父や親の事がついてまわるがウイングでは通うのは大
変だけどそのままの自分が出せる心地良い場所だとの事でし
た。そしてお母様の面倒を見るために滋賀県水口に引っ越し
た谷口ワイズ。車で１時間くらいなのでそれほど苦にはならな
いとの事ですが今までより少し早めに帰らないといけないの
とワークはご夫婦で参加が基本との事。ウィングの魅力はいざ
という時皆一丸となるところとの事。三者三様のお話で楽しく
聞かさせていただきました。（西沢剛）
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設立30周年を過ぎ、理想的なクラブの在り方を夢見てクラブ
設立に尽力したチャーターメンバーは現在では数人になった。
設立間もない頃は会長に強力なリーダーシップがなければク
ラブは動かなかった。会長以下20名ほどのメンバー全員が
30歳代以下(平均年齢32歳)で、今思うと若さゆえの拙さが随
所にあって赤面ものだが、それなりにみんな一途に頑張った。
そして今では、メンバーの半数近くの20名を超える会長経験
者を擁するクラブとなった。クラブの基礎が確かなものになっ
た反面、新会長が現行のクラブの流れの中で、個性的で強力
なリーダーシップが取り難くなってはいないか、常に先輩メン
バーたちの気配りが求められるところだ。会長とは名ばかりで、
惰性でクラブが運営されるようになるとクラブ衰退への流れ
がはじまる。会長がクラブの最高責任者としてメンバーに敬意
をもって遇されるとともに、会長は緊張感をもって真摯にクラ
ブ運営に当たる、そのようなクラブである限りウイングの未来
は明るいだろう。
ある人は事業の成功に結び付くような考え方やスキルを磨こ
うとして、ある人は仕事一辺倒の日常生活に飽き足らず潤い
のある心豊かな生活を求めて、またある人はボランティアを行
って社会に貢献したいと願い、様々な人が様々な目的意識を
もって、生涯学習の場と位置付けてウイングに入会する。
ところで、ウイングは新入メンバー一人ひとりの期待や思いに
しっかりと応えているだろうか。そもそもワイズメンズクラブと
してのウイングのアイデンティティーは何なのか、メンバー全
員が明確なイメージを持っているだろうか。個々のメンバーの
具体的な目的は異なっても、ベクトルの向きは同じでありたい。
それが明瞭でないのなら、原点に立ち返ってウイングの在り
方を今一度確認をしてみる必要があるだろう。
我々は入会式で、ワイズメンであることの「特別な意味」として
次の5つのことを宣誓する。「・ワイズメンであることは、理想主
義者である事・ワイズメンであることは、YMCAに尽くす事・ワ
イズメンであることは、国際的な見識を持つ事・ワイズメンで
あることは、義務がすべての権利に先立つ事を承認する事・ワ
イズメンであることは、誠心誠意働くものとなる事」
我々はこれらの事柄の真に意味するところを、皮相的な理解
のまま聞き流してはいないか、顧みる必要があることを自省の
念を込めて思う。クラブ内や部レベルでこれらのワイズクラブ
の理念や世界観を涵養するための研修会が定期的に行われ
ることが望まれる。
社会的な地位や年齢など世俗の論理を超えて、対等の友人と
しての交友によるメンバー同士の研鑽の場は何物にも代えが
たい。この関係を大切にしたいものだ。

「掛替えのないウイングであるために」

【リトセン夜桜フェスタサポート】
　日時：4月14日（日）場所：リトリートセンター

４月の事業参加
【JOCSウォーカソンサポート】
　日時：4月6日（土）　場所：賀茂川堤防　

亀井剛

寄稿文



西沢 剛・いずみ 夫妻　5月4日
結婚して37年目、２月に長男夫婦に初孫それも二卵性
双生児で一度に男女の孫ができました。長男仕事で沖
縄単身、３月末に京都にお嫁さんと孫二人を京都に移
動し５月連休明けまで一緒に暮らしてます。
久しぶりに賑やかな毎日、じじばばしてます。

篠原 寿一・きよ美 夫妻 5月12日
結婚30年目になります。長男は結婚し、長女就活中の大
学4年生、学費もあと１年、親と責任も果たし、あとは、夫
婦のみの生活になったとき今度は、自分たちの終活を
考える時？

西沢 剛　5月14日
5月14日で６４才になります。先日人間ドッグで検査を
受けてみたら、それなりに少しずつ体は衰えて特に視力、
前立腺少し肥大気味。仕事もワイズも遊びも無理せず
楽しく生きて行こうと思います。

奥村 暎子　5月18日
令和元年5月73才です。昭和、平成と72年間戦争がなか
ったことが何より良かったと思います。令和はどんな時
代になるでしょうか？戦争を知らないまま後10数年人様
の助けなしで、元気で暮らせる事を願っています。

中村 誠司　5月19日
バースデー原稿を書くにあたり最近の出来事の記憶を
辿ってみる、、、うーん、大した出来事は何も無い(^_^;)
何事も無いのが幸せな事だと自分に言い聞かせながら
過ごす48の春です。

Happy Birthday

  6日（木） 第一例会： 19時～ 日航プリンセス
13日（木）              次期役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
16日（日） 第二例会：引継例会 18時～ 日航プリンセス
20日（木）　　　　引継役員会 19時30分～　　  
22日（土）23日（日）　西日本区大会 　　　ウェスティン都ホテル
 
 

 9日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～ 日航プリンセス
16日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
23日（木） ウイズキッズ病院コンサート 13時～ 府立医大
23日（木） 第二例会：100人例会　 19時～ 日航プリンセス
27日（日）              かもがわチャリティラン 11時～　　　 鴨川堤防

 

5月・6月の予定
６月の予定５月の予定

Happy Anniversary
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編集後記　さすがに5月になると新緑が眩しく、陽気さが増してきました。32期から33期への準備が本格化してきました。ウイ
ングにも次世代を担う「新緑」がたくさん芽生えています。（上田）

第 11 回役員会議事録（4/11）
諸報告

・各委員会日程他　EMC未定・IBC 未定・ドライバ 5/7・ファンド 4/16・
　Yサ , サバエ合同 4/12・CS4/25・ブリテン 5/5
・チャリティーライブの出演フィーをニコニコ：17,000 円
・チャリティーゴルフが Yサ主査のクラブがホストになるので来期は
そうなるであろう

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）
4月第 2例会　メンバースピーチ「それでも俺はウイングに来る」
5月第 1例会　ゲストスピーチ「食とダイエット」ケント・キム氏
　　　　　　　お礼１万+食事
5月第 2例会　100 人例会、ゲスト大本努様　お礼５万+食事　
　　　　　　　費用は EMC活動費から
6月第 1例会　ゲストスピーチ　ピッコロ京都様　着こなし術　
　　　　　　　お礼１万～２万+食事
6月第２例会　引き継ぎ例会　
3：チャリティーランサポートに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
4月 14 日　170 食を準備、予算約 4万円
4：アジア大会マーシャルに関する件（佐藤会長）
７月１９～２１日　仙台でアジア大会　マーシャルの西野さんに今期
の交際費から補助金２万前渡金
5：引継ぎ例会 PT 選出に関する件（佐藤会長）
佐々木ワイズ、木下ワイズ、中村誠司ワイズを選出
6：ウイズキッズ病院コンサートに関する件（藤田 ( 寿 ) 委員長）
5月 23 日（木）13：00～16：00　コンサートは　15：15～16：00　
場所　京都府立医科大学病院
7：その他
夜桜フェス　１６時開会　集合１５時（Yサは１４時）雨の日は減る
　皿洗い１８時頃

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。

ウイングクラブ１００人例会
５月２３日（木）午後７時～
場所ホテル日航プリンセス京都

ゲストスピーカー

木本努様
～悲しみはドラマの始まり～
がん告知から12日で逝った妻
残された3人の子供。
その日から一人男の壮絶なド
ラマが始まった。
聞く人が感動する人間ドラマ
そう！悲しみはドラマの始まり
だった。（参加費5,000円）


