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森本賴和／Yorikazu Morimoto
今村隆宏／Takahiro Imamura・天根静也／Shizuya Amane
木下敬悟／Keigo Kinoshita・錦織秀臣／Hideomi Nishikiori
岸本伸也／Nobuya Kishimoto・上田敦／Atsushi Ueda

★クラブ会長主題 「C O R E に な る 時
●今月の聖句
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それは今」

わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎ
ます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に
存続するからです。

☆国際会長（IP）
Jennifer Jones(オーストラリア)
主 題： "Building today for a better
tomorrow"
“より良い明日のために今日を築く”
ｽﾛｰｶﾞﾝ："On the MOVE!!"
“さあ動こう!!”
☆アジア地域会長（日本）
田中 博之（東京多摩みなみ）
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）
戸所 岩雄（彦根シャトー）
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
島田博司（京都ウエスト）
『限界を超えろ！
〜 Yʼs Power？ No Limit！〜 』

コリント信徒の手紙Ⅱ

気づき

森本

賴和

いつも自分の中にある本当の自分について、何を考えているのか
自分でもわからなくなる。
それは物心ついた小さい時からそうだった。
学校のクラスの中でも、
あまり馴染めず、冷めているのか、引きこもっ
ているのか、絶えず浮いた感じがしていた。それには、理由があった。
５歳の時、はしかの熱が脳にまわって、死にかけて入院した時だっ
た。自分は意識不明にもかかわらず、母親の泣き叫ぶ声は聞こえて
いた。声を出して返事をしようとするのだが、口が開かず声が出ない。
目を開けようとするのだが目が開かない。
その幼い自分は母親の情
熱的な愛情を感じた。小さい頃はその記憶が鮮明で、母親の期待を
裏切ることのない"いい子"でいようと思っていた。
でも不出来な自分
は、母親の期待に応えることができず、
よく叱られていた。学校から
家へまっすぐに帰らず、暗くなるまで道草をしていた。そんな自分に
色々と世話を焼いてくれた(かまってくれた)のが、友人だった。その
友人はクラスで数人であったが、いろいろ冗談を言って、笑わせてく
れたり、一緒にバカな事に付き合ってくれた。彼らの存在がなければ、
正直ウイングに入会していなかったと思う。彼らが母親に対する思
いを再確認させてくれたし、人に対して接することの大切さを教えて
くれた。そして僕自身救われた。人は、絶えず人に対して優しく、思い
やりをもって接していかなければならない。それ世話焼きでもいい
と思う。情が全てである！
！
DATA OF JULY
●6月在籍者48名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
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４章１８節

第１例会
38名
0名
0名
1名
0名

●6月月間メイキャップ者数
●6月月間出席率

0 pt
●BFポイント 切手
現金
0円
6月分
●ニコニコ 6月分
13,000 円
●ファンド 6月分
0円

7 月の強調テー マ
第２例会
41名
16名
0名
0名
0名
0名
93％

累計
0 pt
累計
0円
累計 206,697 円
累計 477,689 円

Kick-oﬀ
EMC-MC

より良き在り方への変化を具体的な形で示
し、実感出来るものにする。

その為に明確なゴール（目標・期待する効
果・スケジュール）を定めひとつひとつ実
行しよう。

戸所 岩雄

理事

（彦根シャトークラブ）

6月の例会

第１例会

引き継ぎ例会

日時：6月6日(木)19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：奥田ワイズ プログラム：メンバースピーチ

日時：6月16日(日)18:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：西野ワイズ プログラム：「引継ぎ例会」
（会長・三役・委員長）

いよいよ、次期森本会長の船出が始まるにあたり、今回の例会

いよいよ32期、佐藤会長最後の例会です。我々、
ドライバーと

「おっと！いきなり僕が委員長ですか！
！」

は、次期委員長のメンバースピーチでした。次期の役員には、

PTは15時に集合して、入念にスケジュール確認！いかに佐藤

丸となって事業を行うべく、委員長もフレッシュなメンバーを選

のいつもと変わらない開会の点鍾から天根次々期会長の乾杯、

か！！』のお題で3名の委員長に話して頂きました。最初にファ

さんのアイリッシュミュージックも素朴で良かったです。一年間

有ったとの事、熱いラブコールにOKと快諾、
しかし、電話を切

氏、西野氏、山内氏が選ばれました。おめでとうございます。森

入会の浅いメンバーにも積極的に事業に参加し、
クラブが一

出されました。その心境を『おっと！いきなり僕が委員長です
ンド委員長の余ワイズは東京出張の夕食中に依頼の電話が

った後、
ワイズ歴がまだ浅いので不安で同席の仲間から顔色

が悪いけど、
どうしんたん？と聞かれ、食事も喉を通らなかった

会長に最後泣いてもらうか作戦を練りました。例会は佐藤会長
各委員長、三役の引継ぎとスムーズに進行しました。モモンガ

ウイングで最も輝いたメンバーを讃える会長表彰は、藤田寿男

本次期会長の意欲溢れる決意表明に続き、最後のメインイベ

ント、会長へのビデオメッセージが社員の方から始まり、
メネッ

との事、仕事や家庭（子供との時間）にと、時間の調整が大変

ト、
コメットがメッセージを読み始めるとビデオがストップして、

切に頑張って行きますとの事でした。次にCS委員長の前田ワ

腺は緩まず、恒例のメンバー全員が円になって握手で佐藤会

だが任命にされた以上、
メンバーともコミュニケーションを大

イズはNOの選択肢はないので、事業経験も少なく不安だが強

力な先輩委員メンバーに事業に邁進しますとの事でした。
（お

酒は自制して失敗しない様に）
とも言っていました
（笑）最後に
Ｙサ委員長の廣部ワイズでYMCAリーダーＯＢだが、YʼSメン

ズの活動は分からない事も沢山あり、
メンバーからは「大変っ
て言ったらあかんけど、大変やで」
と言われ、数日間は大丈夫
かなぁ？と日曜日も太鼓の教室も有り、考えると不安になるが

次期が近づくにつれ託された以上、頑張ろうとやる気モードに
切り替わって来たと言っていました。私も初めて委員長をした
時の気持ちを思い出しました。若手メンバーと共に再度、
フレ

ッシュな気持ちで事業に参加しようと感じました！皆でウイング
ライフを楽しみ33期森本会長を盛り上げて行きましょう♪♪

（山内達也）
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何とコメット本人がサプライズ登場！しかし佐藤会長の堅い涙
長の労をねぎらいました。本当にお疲れ様でした。

（中村裕一 ）

第22回西日本区大会が京都で行われました。

大会が始まり、各支部の会長がバナーを手に壇上に上がりま

す。客席のウイングメンバーから
「佐藤会長‼」
との掛け声が飛

び交います。掛け声に応えて、バナーを高々と揚げながら登場
する佐藤会長の姿はすごくカッコ良かったです。

次の日の表彰式では、
ウイングクラブはＹサ・ユース最優秀ク

ラブ賞、交流促進最優秀賞、西日本区優秀クラブ賞、IBC締結

賞、ＢＦ100％達成クラブ賞を頂きました。
これも佐藤会長の
頑張りのおかげです。

佐藤会長、一年間お疲れ様でした。
そして、一年間ありがとうご

ざいました。
（青倉国士）

6月の事業参加
引き継ぎ役員会

日時：6月20日（木）場所：李南河
佐藤会長期から森本会長期への引継役員会が行われました。
私にとって初めての経験です。

リトセン夏期準備ワーク

到着すると早速前期の資料を手渡してくれて、
どの様に活動

すれば良いかを細かく教えてくれる本多前CS委員長。

さすがウイングクラブ！と改めて思いました。

2年目で委員長という大役を任されて、不安もありましたが
何も心配はいらない様です。

第32期役員の皆様、1年間本当にお疲れ様でした。

第33期役員の皆様、
これからの1年間、宜しくお願い致します。

（前田慎）

日時：6月30日（日）場所：リトリートセンター
森本会長、北川Yサ主査、廣部Yサ委員長の初仕事です。前日

の予報では大雨でしたが、森本会長の日頃の行いが良いのか
悪いのか、雨は降ってはいないのですが、それはそれで蒸し暑

い中での草刈りでした。1時間もすると、予報通り雨が降る中で

のワークになりました。一年間、皆様頑張りましょう。

（青倉国士）

西日本区大会
日時：6月9・10日（土・日）

場所：ロームシアター京都・ウエスティン都
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Happy Birthday
山岸裕明

7月4日

小田和佐

7月20日

藤田一美

7月22日

ウイングに入会して２５年目！そら歳も取りますわ〜！５９歳 下の子供も大きくなってきて時間が作れるようになってきた
ので、エステや体操等自分の仕事の時間が増やせる事ができ
に成るようです。
気持ちはまだまだ若いのですが、仕事も人間もチョメチョメ？ 日々忙しくなってきました。
充実した一年にしたいと思います。
もまだまだ青いので駄目ですね。
倒れるまでゆっくり出来そうに有りませんがそれが自分なの
で今年も頑張ります！
！
！

錦織千文
7月7日
７月７日が誕生日なのですが、来年高校受験の長女の
進路相談日と重なっており、楽しめそうにありません。
篠原きよ美
7月11日
我が家に雄の仔犬がやってきました。動物が苦手な私
にとって、57歳にしての初チャレンジです。不慣れな事も
あり、大変手が掛かり、再び子育てしている様な毎日で
す。身体に痛いところが増えましたが、仔犬に、元気を貰
い、健康に過ごしていきたいと思います。

昨年、古希を祝って友達や家族から、贈り物や言葉をいただ
き、
ウキウキうれしかった一年でした。令和を迎え、歳を感じる
ようになった今日この頃、元気な間に、お父さん！
！世界一周旅
行へ行こうよ！
！と夢見ています。

Happy Anniversary
余

東達・景子夫妻

７月4日

結婚して8年が経過しました。
振り返ると早いものです。
最近、奥さんに小言を言われても、反論することなく耐えてい
ると
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。
昔、
よくあった喧嘩も減ってき、
これが家庭円満の方法かと分
かってきました。
今村 夏美 7月11日
もちろん、
ストレスを溜めない程度にですが。。
46歳になりました！
只今、子供が可愛くて、可愛くて仕方ありません。
最近体調不良の日が多く先日も謎の蕁麻疹に…4歳の娘から
今年もよろしくお願いします。
は毎日ママ〜赤ちゃん産んで〜コール（笑）
先ずは自分、そして家族の健康第一に、楽しく46歳過ごしたい
と思います！
青倉国士・智子夫妻
７月７日

山内 薫
7月19日
最近は、主人の友達のご夫婦と一緒に旅行に行ったり
食事に行ったりする事が多くなり、その中で必ず話題に
なるのが「これからも、
こんな風に楽しい時間が過ごせ
るように、みんな健康でいましょう」になります。私も、本
当にその通りだと思うので、健康に留意して生活してい
きたいと思います。

結婚して21年が経ちました。地域のことで何かと忙しく家族と
の時間が中々取れませんが、夫婦仲は良好だと思っておりま
す、私は。

第 13 回役員会議事録（6/20）
1：役員会議事録に関する件 承認
2：総会資料に関する件（天根書記）
修正して、総会に提出
3：会計に関する件（中村会計）
修正して、総会に提出

7月・8月の予定
7月の予定

8月の予定

4日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

1日（木）

第一例会：Yサアワー

19時〜

7日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

8日（木）

役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

11日（木） 役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

24・25日（土・日）青い空と白い雲のキャンプ

8時30分〜

サバエキャンプ場

14日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

23日（木）

19時〜

Ｈ日航プリンセス

19〜21日（金〜日）第28回アジア太平洋地域大会
27日（土） 第二例会：納涼例会

18時〜

仙台

ジョニーエンジェル

第二例会：部長公式訪問

Ｈ日航プリンセス

国際・交流事業懇談会
EMC事業懇談会（第１回）

編集後記 この号より第33期のブリテンが初まります。皆様に於かれましてはお忙しいとは存じますが、原稿依頼の際は心良く
引き受けていただけますよう宜しくお願い致します。
（第33期ブリテン委員長 青倉国士）
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