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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

まず第一に勧めます。願いと祈りと執り成しと感謝とをすべての人々のために
ささげなさい。
テモテへの手紙一２章１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 』

「次世代へ発展するウイングクラブへ…」佐藤昌利
いよいよ３２期の終わりが近づいてきました。会長の指名を受けてから約２
年と６ヶ月が経過しようとしております。早かったような…

長かったような…

そして、時代も平成から令和へと変わりました。今年の５月１日に即位の儀式

に臨んだ天皇陛下の初めてのお言葉は「歴代の天皇のなさりようを心にとど

め、
自己の研鑽に励む。
」
でした。

今期、会長主題は「Self improvement」
（自己研鑽）
だったので、偶然重なった

お言葉に驚きました。そして、私自身のウイングクラブでの活動は自己研鑽の
場そのものでした。亀井ワイズより入会時に頂いた言葉です。そして、新年例

会で書家の安田舞様に金墨にて
「自己研鑽」
とステージにて大きく力づよい字

で書いて頂いた光景を思い出し、改めて感動しました。

この３２期はウイングクラブが変わっていく年になるのではないかと思ってい
ました。

ベテランメンバーから私ども中堅メンバーへと、そして比較的入会期間の短い

メンバーへバトンを渡していくタイミングだと思っておりました。６月が近づく
につれ、次期の活動も始まり、
「もう終わりやなぁ？」
とよく声を掛けられること

になりました。
しかし、私自身は最後に会長として何ができるかを真剣に考え

ておりました。
そして、出てきた答えがありました。
その頃、委員会で亀井ワイズ

が会長後の仕事の話をされたのですが、僕の答えと同じで驚きました。
それは
今後、私は会長経験者として新しいメンバーにアドバイスし、支えていく立場

で、見本となる立場であるということでした。私の入会から会長を終えるまでの

道程は、亀井さんで始まり、亀井さんで終わるみたいな感じ？と思っております

が…YMCA役員は目指しておりません。
これからは末永くウイングクラブのメ

ンバーでありたいと願っております。最後になりましたが、三役の皆様、委員長

の皆様、そしてメンバーの皆様、支えて頂き、本当に１年間ありがとうございま

した。
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DATA OF May

●5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
34名
0名
0名
1名
0名

●5月月間メイキャップ者数
●5月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
5月分
●ニコニコ 5月分
25,000 円
●ファンド 5月分
0円

第２例会
38名
4名
0名
58名
0名
0名
96％

累計
0 pt
累計
0円
累計 158,400 円
累計 495,505 円

6 月の強調テー マ

評価・計画
一年間を振り返りましょう。出来たこと出
来なかったこと良かったところ悪かったと
ころがあります。次の年度の為に良い引継
をしましょう。研修会での学びを生かしま
しょう。

遠藤

通寛理事（大阪泉北クラブ）

５月の例会

【第一例会】
参加者：メンバー34名、ゲスト1名
日時：5月9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

ケント・キム様

「健康とダイエット

〜人生１００年時代を元気に生きる〜」

２０１９年５月の第一例会は、
ケント・キム氏をお招きし、
「健

【第二例会】
参加者：メンバー30名、メネット4名
ゲスト58名
日時：5月21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：100人例会

司会

西野正雄

ゲストスピーチ

「悲しみはドラマの始まり」木本努様
例年100人例会を開催するのですが、100人の参加者を募る

康とダイエット〜人生１００年時代を元気に生きる〜」
と題し

のが大変で委員長の苦労する所でした。今回はドライバー委

えや、病気への不安を感じるようになってきましたので、今回の

例会が開催されました。100名が集まると、会場では何時もと

てご講演いただきました。５０歳を過ぎ、最近、徐々に体の衰

員長、ＥＭＣ委員長、
メンバーが一丸となって、100名参加の

講演は大変楽しみにしていました。
「ダイエット」
という言葉は、 雰囲気が違う感じで、今回は女性ゲストも多く、活気があり、
こ

日本ではもっぱら
「痩せる」
ことの意味で使われているが、本来

の様な華やかな例会も有りかなあと思いました。

の意味は「食事法」を意味する、
というお話から始まり、老化を

メインプログラムはゲストスピカーの木本努様の「悲しみはド

にとって食は極めて重要というお話でした。特にグルテンに関

奥さんが、がん告知から12日で旅立たれました。
まだ幼い3人

招く３つの要素は、酸化、炎症、糖化であるという話から、健康

するお話では、糊状になったグルテンが腸の中で張り付くこと

ラマの始まり」の講演です。

の息子さんを残されて、
ここから木本さんの子育て奮闘記が始

から免疫低下に繋がるというお話は初めてお聞きする話で大

まりました。専業主夫として、仕事、家事、子育てと一人、三役、

物（ＡＧＥ）などにもお話が及び、キム氏が最後におっしゃった

の中で、自分ならどうするだろうと色々と考えました。一番印象

心に残りました。
（上田敦）

てきました。現在はＮＰＯ「京都いえのこと勉強会」
を設立

変興味深かったです。その他にも、添加物の話や終末糖化産

「自分が何を食べているのかを意識せよ」
とのお言葉は非常に

四役と又、家事には終わりがないと体験談を語られました。話

に残ったのは、子供達との関わりを大切にしている事が伝わっ

され、各地で講演を行われています。続いて、中村主事からＹ

ＭＣＡの理念、理想、世界観、
ワイズメンズクラブとは、など紹
介され、
ウイングクラブの今期事業活動、病気の子供達との青

い空と白い雲のキャンプ、
リトセン事業のサポートなどなどを
紹介されました。各委員長ならびゲストを招待されたメンバー

ご苦労様でした。感動した例会でした。
（石田賢三）
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５月の事業参加

【ウイズキッズ病院コンサート】
日時：5月23日（木）

場所：京都府立医科大学病院

【かもがわチャリティラン】

日時：5月27日（日）場所：鴨川堤防

第 12 回役員会議事録（5/16）

諸報告
・アジア大会参加人数
2 〜 3 名出席予定
・各委員会日程他
・チャリティーランの件
7：30 準備約 8 名参加、1：00 片付け約 8 名参加
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）
5 月第 2 例会 百人例会
現在参加者約 80 名
6 月第 1 例会 メンバースピーチ
次期役員で、初めて委員長の抱負など
6 月第２例会 引継ぎ例会 6：00 開会
メネット 4,000 円（補助あり）ゲスト 8,000 円
3：総会資料に関する件（天根書記）
6 月 10 日までに資料提出

三役・委員長の皆さんお疲れ様でした。
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Happy Birthday
谷口 豊

上田 敦

6月3日

6月28日

厄年の1年を大きな何事もなく無事終わろうとしていま 51歳になります。

す。気持ちは若いつもりですが、やはりまた太ったせい 仕事に就いて最初の10年は下積みの時期。

か体力の衰えを感じる今日この頃です。減量し体力維持 次の20年は独立開業してがむしゃらの時期。
に努めたいと思います。

これからの10年は？
次世代に繋いでいく準備を始めましょうか。

青倉 国士

6月11日

Happy Anniversary

今年で55歳になります。
ご飯は相変わらず美味しいし、
食欲も旺盛。脂肪は相変わらず居座ってるけど、

運動量は激減。
ご飯が美味しく食べれることは有難い事
だと言いながら、やっぱりウエストしんどいし。

夏には5キロ程は痩せますが冬にはあっという間に戻っ

北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日
早いもので25年になります。
子どもへの悩み、健康、
ウイングのこと

いろんな事が山積みの中、
ここまで
バースデー・アニバーサリーは、

てしまいます。

健康の為にも今年こそは痩せて体重をキープしたいも

頑張ってこれたのは明美がいてくれたからだと
深く感謝しています。

メンバーのみの公開となります。

のです。

藤田 正純

佐々木 貫二・啓恵 夫妻

6月18日

6月で61才になります（汗）
日々体力の衰えを感じながら

も公私共に楽しんでます。

お酒を飲む機会が最近めっきり減ってきた事や体力の

衰えを友達に話すと、
これが普通の61才と言われました
が何故か違和感を感じてる今日この頃（笑）

6月11日

結婚19年目付き合ってから29年。来年は何か大きいお
祝いでもしようかなと思っております。
とにかく家族みん
なが健康でいられる事に感謝してます。

上田 敦・亜季 夫妻

6月15日

もう少しチョイ悪親父で楽しみたいと思ってます。

16年目になります。

天根 静也

なかなか二人だけの時間がとれませんが、

中三、小五と子育て真っ盛りで

6月22日

歳男48歳になります。いよいよ次々期に向けて気合も入

ってきました。健康に留意して頑張ります！

北川 雅俊

まずはディナーにでも誘ってみたいと思います。

前田 慎・晴加 夫妻

6月22日

お互いに公私共に忙しく、時間があっと言う間に過ぎて

6月24日

行きます。

今年でとうとう55歳になります。
後5年で還暦を迎えると思うと何か焦りを感じてしまい
ますが年が増えた分、沢山のご縁も増えたと感じていま
す。
ウイングのおかげでしようか(笑)

毎日充実はしているのですが、先の事を考えたら、希望
している子供が少しでも早くできれば良いなと、最近特
に二人で話しています。

6月の予定
6日（木）

６月の予定

第一例会：メンバースピーチ

19時〜

13日（木）

次期役員会

19時30分〜

20日（木）

引継役員会

19時30分〜

16日（日）

第二例会：引継例会

22日（土）23日（日） 西日本区大会

18時〜

日航プリンセス

三条ＹＭＣＡ

日航プリンセス
ロームシアター

編集後記 ブリテン編集のお役は今月号で任期満了です。
この一年間、
ウイングの活発な活動を皆さんに十分お伝
えできたでしょうか。
（上田）
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