7
Vol.409
2021.

京都ウイングワイズメンズクラブブリテン2021年7月1日発行/第34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409号

木下敬悟／Keigo Kinoshita
谷口豊／Yutaka Taniguchi・松島正雄／Masao Matsushima
北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・山田祐輔／Yusuke Yamada
本多悠佑／Yusuke Honda・余東達／Totatsu Yo

★クラブ会長主題 「も う 一 歩 踏 み 込 ん で 」
●今月の聖句

愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛
する者は皆、神から生まれ、神を知っているからです。愛することの
ない者は神を知りません。神は愛だからです。
ヨハネの手紙１

☆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）
新山 兼司（京都トップス）
主 題：
「Challenges for the future 未来
への挑戦」
副 題：
「羽ばたこう！２０２２年
ワイズ１００周年に向かって！」

４章７節〜８節

３４年間の重み
第35期 会長

木下敬悟

会長主題を考える際に、
ブリテンをよく閲覧していた。特に、歴代会長の会
長主題をよく拝見し、参考にさせていただいた。今も活動されているメンバー
やクラブを去られたメンバー私の前には、34名の歴代会長が職務を全うされ
た。34の会長主題が、
ブリテンには記されている。それは、
ウイングクラブの
歴史であり歴代会長の思いであることに気付かされた。会長の任期は1年間
ではあるが、会長主題は恒久的に積み重なっていくものだと理解しさらに深く
考え会長主題を出させていただいた。
今期1年は、
「もう一歩踏み込んで」行動していき、重ねて歴代会長の会長
主題を副題において会長という重責を全うしたい。
そして、そのお手伝いをメ
ンバー全員にお願いしたいです。1年間よろしくお願いします。

☆京都部部長
中村 隆司（京都ウェル）
「人生は一度きり Part2」
〜出会いから全てが始まる〜 』

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

第１例会
33名
0名
0名
0名
0名

●6月月間メイキャップ者数
CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
SANJYO-YANAGINOBANBA
NAKAGYO-KU, KYOTO 604-8030 JAPAN
TEL（075）231-4388 FAX（075）255-2805

●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
10,000 円
●ファンド 6月分
11,000 円

7 月の強調テー マ
第２例会
44名
11名
0名
0名
0名
0名
80.2％

累計
0 pt
累計 73,500 円
累計 72,331 円
累計 511,376 円

Kick-oﬀ
PR
新たなスタート。新たな自分。そして新た
なメンバーを迎えるため、社会全体にワイ
ズメンズクラブの認知度を高める広報を考
えよう。
大槻

信二

広報・情報委員長

（京都センチュリークラブ）

三役の抱負

【会計 余東達】
ウイングクラブの皆様こんにちは、今期三役、会計に任命され
ました余です。木下会長から、電話で会計をお願いしますと連
【副会長 谷口豊】
絡を頂いた時は、一瞬、会計？三役？なかなか難しい？といっ
またまた副会長をさせていただくことになりました。多分6回目
た感じで頭の中で戸惑いもありましたが、即座に返事を致しま
の副会長職になると思います。
コロナ禍で例会や役員会など
した。
と言うのも33期の森本会長期に初めて委員長を経験さ
頭を悩ます事もあるかと思いますが、木下会長の黒子となり１
せて頂いた事によって、必然的に他のメンバーと触れ合う機会
年間無事に木下会長期が終えられるように頑張っていきます
が増え、自分自身ウイングクラブのメンバーの一員にやっとな
ので皆様のご協力よろしくお願いします。楽しい三役会を過ご
れた気がしました。そこで、今期三役を経験することで、
ウイン
したいと思います。
グクラブの活動内容をより一層深く知る事が出来るのではな
いかと思ったからです。実際、木下会長の会長主題にも、会計
【副会長 松島正雄】
を担当する事により一歩踏み出せたと書かれております。
今期の私の抱負は、
とても真面目で責任感の強い木下会長を、
初めてのことでわからない事ももちろん沢山あると思います
肩の力を抜いて、
自然体で楽しい会長期になるようにサポート
が、
自分自身、常日頃から心がけている
『やるからには、やる』
をする事です。常に会長の横でリラクゼーションのBGMのよう
の精神で務めると同時に、木下会長を精一杯盛り立てていき
な存在になれれば良いなあと思います。私も、初めての副会長
たいと思います。
今期1年、
よろしくお願いいたします。
のお役ですので、何が出来るか分かりませんが、全力で、そし
て少しでも会長の「時間の負担」
「心の負担」
「責任の負担」を
軽くして、木下会長の目指すクラブの在り方の後押しが出来る
よう頑張ります。そして、近くで多くを学び、私の会長期に生か
せるような一年間にしたいと思います。皆で、共に苦労を分か
ち合い、乗り越え、充実した期になるように。
【岡山Ｙサ委員長】

委員長の抱負

【書紀 北川雅俊】
この度、木下敬悟会長率いる第35期京都ウイングの書記を拝
命いたしました。新型コロナウイルスの影響から書記、
ドライバ
ーは今まで以上に大変なポジションになりました。
この苦境を
乗り越え木下会長を盛り上げ邁進していく所存です。何卒よろ
しくお願いいたします。
【書紀 山田祐輔】
第35期書記を拝命致しました、山田です。前回三役をやらせて頂
いたのは、10年ほど前の奥村会長期だったと記憶しております。
その時は、会計をやらせて頂きましたが、あれやこれやと三役、役
員に迷惑をかけっぱなしの1年でした。なので、今期は汚名を返
上したいと思っております。
また、来期に35周年記念を控え、今期
はその基盤を作るとても大切な1年になります。最近では、京都部
の中で、
ウイングクラブを危ぶまれる声もあるみたいです。
しかし、
ウイングクラブのメンバーが一致団結すれば、京都部の中でも間
違いなくNO.1のクラブだと思っています。その為には、会長、役員
はもとより、
メンバーの皆さまの協力が必要です。まだまだコロナ
禍の中でどんな1年になるかわかりませんが、
さすがウイングとい
ってもらえる35周年記念例会が迎えられる様に、今期1年間何卒
ご協力よろしくお願い致します。そして、木下会長を男にしましょ
う！
【会計 本多悠祐】
35期会計を拝命致しました本多です。引継例会の前に34期を
務められた井上y's、小田y'sより引継ぎをさせてもらった際に
動く金額の大きさにビックリしました。
まさか自分にこんな大役
が回ってくるとは思ってもいなかったので正直数字の苦手な
自分に務められるか不安です。右も左も上も下も分からないま
だまだ未熟者ですが同じ会計の頼りになる余y's、34期会計、
井上y's、小田y'sにはご迷惑をお掛けしながら選んでいただい
た以上は35期木下会長を微力ながら全力で支えていきたい
と思っております。
よろしくお願い致します。

この度、Ｙサ委員長を拝命致しまして正直まだクラブの、活動
もはっきりわかっていない私に務まるのかと思っていましたが
木下会長の思いを受けまして全力で取り組んで行きたいと思
っておりますので宜しくお願い致します。
【中西ＣＳ委員長】
マスク着用、アルコール消毒、WEB会議、テレワーク等以前は
あまり見られなかったことも今では当たり前になってきました。
逆に、当たり前のようにしてきたことができなくなっている日常
生活。普通が普通ではなくなっていく、そんな時でも
「ウイング
の支援や活動」は変わらないものにしていきたいです。
コロナ
渦でも今まで通りの活動をする。そうした中で、それぞれの事
業に一歩踏み込んで活動の意義や目的を再認識していきた
いです。
そこで見つけた新たな発見や問題点などクラブ内外に
発信していきたいです。
【山岸EMC委員長】
木下会長より大役を仰せつかりました。私には似合わない委
員長で、
しかも中々仕事の事情で動きが鈍い状況で申し訳な
いと思いましたが、会長の熱い意気込みに少しでも応えねばと
言う気持ちで受けさせて頂きました。ＥＭＣと言えばメンバー
増強やエクステンションを思い浮かべてしまいますが、商売で
も利は元に有りと言われる様にＥＭＣも先ずはクラブ内の意
識高揚と活性化が根本に有ると思います。
ウイングのメンバー
は理解されてる方が多いと確信していますが、
よりいっそう意
見を戦わして盛り上げて行ければクラブのレベルＵＰとメン
バー増強に繋がると思います。
どうぞ１年間よろしくお願いい
たします。
【藤田（寿）ＩＢＣ委員長】
相手のあることで難しいとは思いますが、何とか締結先クラブとコ
ンタクトを取って現状を把握したいと思っています。特に金浦クラ
ブについて、
クラブ解散との情報をより詳細に確認し、今後の推移
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について相手側の公式な見解を入手したり、何か新たな展開の
可能性を探ったり、着手すべきことはいろいろありそうです。平行
して、海外には造詣が深いメンバーが揃っていますので、
クラブと
してＩＢＣ事業をどうすればいいのか、提言できるような議論を
進めていくことも大切かと思います。
どのメンバーも何らかの関わ
りが持てるような取り組みであったり、それを他の委員会とどう協
力し合うか等々、月一回の委員会を有意義な場にしたいと考えて
います。
【奥田ファンド委員長】
前期に引き続き、委員長のご指名有難うございます。
ファンド
事業はこのコロナ禍の中でも積極的に活動していける事業に
なりますので、
自分なりのアイデアも組み込んで、皆さんに喜ん
でいただける企画を積極的に提案できればと思っております。
相変わらず、未熟な自分ですがお任せいただいたことを誇りに
思って、精一杯がんばらせていただきます。
ご指導宜しくお願
い致します。

6月の例会
第一例会
日時：6月3日(木)19:00〜 三条YMCA
プログラム：「三役アワー」
コロナの緊急事態措置が続く中、今回は三条YMCAとZOOM
のハイブリット例会でした。5月はzoom例会だけだったので、
久しぶりに顔を合わすメンバーも多く会場こそホテルではな
いにしろ、楽しいにこやかな例会でした。毎回配信を担当して
くださる北川ワイズには本当に感謝です。
（天根静也）

【森野ブリテン広報委員長】
新型コロナウイルスの影響で仕事は創業以来の落ち込み、休
会も考えてるとこに会長からの突然の依頼の電話で「はい」
と
言ってしまいました。一番不得意の分野ですが、
ブリテン広報
委員の役割をしっかり理解してこれからの活動も出来る限り参
加してウイングの活動をわかりやすく伝えていけるように頑張
って取り組んでいきたいです。
【上田ドライバー委員長】
今期、
ドライバー委員長を仰せつかりました上田敦です。
非常に大きなお役目をいただき、
ご期待に応えたいと思う一
方で、大きな重圧と不安を感じています。
まだまだ続きそうなコロナ禍のもとで、何かと制約があるかと
は思いますが、
ここはひとつ発想を変えて、
こんな時だからこそ
できること、やれることを考えていきたいと思います。
皆さんに楽しんでいただける例会、
ワイズメンでよかったなと
思えるような例会、
また行きたいなと思っていただけるような
例会を、委員会のメンバーと頑張って考えていきたいと思いま
す。

リトセン夏期準備ワーク
日時：6月27日（日）場所：リトリートセンター
リトセン準備ワークにウイングとして13名参加致しました。天
候が悪く当初行う予定だった川沿いの草と木の撤去を３クラ
ブでする予定でしたが、2クラブが場所変更しウイングのみで
行う事になりました。委員長として少し不安もありましたが作
業が開始されてからのメンバーの的確で迅速な行動に本来こ
のような作業が本職の私も驚きましたし頼もしく感じました。
午前中いっぱいかかるかと
思っていたのですが２時
間程であらかた綺麗になり
ました。改めてウイングメン
バーの結束を見直す良い
経験に、なりました。
（岡山聡）

引き継ぎ例会
日時：6月27日(日)18:00〜20:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：北川ワイズ
プログラム：「引継ぎ例会」
（会長・三役・委員長）
天根会長期の最後の例会が行われました。1年の集大成の引
継例会です。最大の心配事は、天根会長が忘れずに出席され
るかでしたが終わり良ければ・・・で無事参加して頂きスタート
しました。
コロナ禍での大変難しい舵取りであったにもかかわ
らず見事な操舵で次期の木下会長へと引き継ぎが完了しまし
た。
委員長、三役のバトンタッチもスムーズに行なわれフィナーレ
には、天根会長の一年間の足跡ビデオが会場に流されました。
数少ない事業の中での活動でしたがZOOMミィーティング等
の新しい取組にもチャレンジされた34期でした。天根会長、本
当にお疲れ様でした。
（岸本信也）

還暦と喜寿のお祝いもしました
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Happy Birthday
山岸 裕明

7月4日

岩本 ひとみ

なんと６１歳に成ってしまいます。コロナ禍で６０歳の還暦
祝いも宴会も無く大人しく過して来ましたので、取りあえず知
らない人には発覚するまで５９歳と言う事で通します（笑）

錦織 千文

7月7日

７月７日で、
また誕生日がやってきます。無事に一年を過ごせ
て感謝です。

森野 茂

7月9日

「明日死ぬかもよ？」
って本を読み返しました。本分の中に「今
日があなたの人生最後の日、そして最後の瞬間です。いつ最
後の日が来ても後悔はない。そんなふうに胸を張っていえる
人生でしたか。」
って質問があるんです。57歳は最高だったと
言える歳にしたいです。

篠原 きよ美

7月11日

7月20日

1988年に今は無きホリディイン京都でボーリングをしたのを
契機に交際が始まり気がつけばはや33年の月日を共に過ご
して参りました。今年はお互い節目の５０代に突入します。墓
石までこのままいっしょに突っ走りたいと存じます。

小田 和佐

7月20日

下の子供も中学生になり手も離れてきたので仕事の充実で
きる年にしていきたいと思います。

藤田 一美

7月22日

毎年３ヶ月間は主人と２歳の年齢差があって若さを誇示でき
るのですが、
この日からはたった１歳の差となって、
また近づ
いてしまったと感じる誕生日。皆さんもそうでしょうが、毎年一
つずつ年を重ねていく不安に比べたら、
これくらい、
どってこと
ないですよね。

コロナ禍で「ぶらっと出掛ける」事が無くなり、犬の散歩、仕事、
Happy Anniversary
スーパー以外は、巣籠もっています。
ワクチン接種が進みまた
皆さんと話し、飲み、一緒に笑える日が一日も早くきて欲しい
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。
岡山 聡・麻美夫妻
7月1日
と願っています。
結婚して4年目になります。仕事に育児に追われてこの１年は
夫婦の時間が取れないのですが、
これからは夫婦での時間も
今村 夏美
7月11日
取れるように過ごして行きたいと思っております
今年もあっという間に誕生日を迎えました。娘も小学生になり、
休日はアスレチックなどハード系に行く事が多くなってきまし
た。主人も私もクタクタです（笑）毎年思う事ですが体力作り
に励みたいと思います！

中西 彬

7月14日

今年で32歳になります。体脂肪率も32％...。
コロナを言い訳に
していましたが、今年こそはやせます。父親の背中を見て育ち
ましたが、お腹も見とくべきでした。ムキムキになります。

山内 薫

7月19日

今は、なかなか外食に行くのが難しい事もあり、京都の飲食
店を食レポしているYouTubeを見て、気になった所にコロナ
が落ち着いたら行こうと思っています。家にこもる事が多くな
っているので運動不足解消の為、買い物は自転車で行って、夕
食後はウォーキングをするなどして健康に留意して生活して
いきたいと思います。

余 東達・景子夫妻

7月4日

11年になります。長女が9歳、長男が4歳と、子供たちがとても
可愛いです。長女とお風呂に入るのも今年で最後かな？
たまに妻とは喧嘩もしますが、私の実に大人な対応で、なんと
か大喧嘩にならず収まってます。笑

青倉 国士・智子夫妻

7月7日

長女が無事に希望する先に就職する事ができ、やれやれと胸
をなでおろしたのも一瞬。長男のカバンから出るわ出るわ高
校説明会だの体験会だののプリント。自分でほいほい進めて
くれていた長女とは違いお尻の重い長男に、
まだまだ親の苦
労は続きます。

YMCA NEWS :
QR コードから
ご覧いただけます

7月・8月の予定
7月の予定

8月の予定

1日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

5日（木）

4日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

19日（木）

8日（木） 役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

21,22日（土/日）青い空と白い雲のキャンプ

サバエキャンプ場

26日（木）

11日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

15日（木） 第二例会：ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｱﾜｰ19時〜

Ｈ日航プリンセス

第一例会：部長公式訪問

19時〜

Ｈ日航プリンセス

役員会

19時〜

三条ＹＭＣＡ

19時〜

Ｈ日航プリンセス

第二例会：ゲストスピーチ
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