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★クラブ会長主題 「も う 一 歩 踏 み 込 ん で 」
●今月の聖句

イザヤ書43章4節（聖書協会共同訳）
あなたは私の目に貴く、重んじられる。私はあなたを愛する。

☆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！」

『踏み込んでみてわかったこと』

会長

木下

敬悟

会長の任期もあと１ケ月になりました。今期も前期・前々期と同じくコロナ

ウイルスに振り回された１年だったと印象が強いですが、
コロナウイルスによ

って生活環境や生活リズムが大きく変化した結果従来どうりの活動や交流は
制限せざるをえなっかったが、共存していく活動へのっきっかけ作りは出来た

と思っています。完全リモートでの例会開催や先月の締結先クラブとＺＯＯ

ＭをつないでのIBCアワー、
この２つはコロナ禍においての課題であり願望

でもあった。大きく踏み込みこの２つの例会えが出来たことで今後このような
未曾有の事態においても例会と交流自体は停滞することなく行える前例にな

った。

今期は数年ぶりに他クラブとの合同例会も開催し、久しぶりのリアル例会

のうれしさと出席メンバーの協力で合同例会は盛り上がり楽しく終えることが
出来ました。出来れば次期以降も続けていただきたいです。他クラブに知り合

いが増えることによって、京都部部会や西日本区大会や他クラブの記念例会
☆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〜 』

への出席人数も増えてくると思います。他クラブのメンバーとの交流が大切な

ことは、今期会長をするまでそこまで優先順位が高くなかったので新たな刺

激でした。私自身も、今期の会長や京都部の役員との交流によって気軽に話
せる仲間が増えたのはこれからも大切にしていきます。

最後に１年間、三役・役員の方々は１年半コロナ禍で例会・事業が正常に

行えない中多大な協力と多様な経験や知識をお貸しいただいたことにより
会長の大役を全うできそうです。次期は３５周年を迎え、今期以上に大きな
事業がありますので引き続きご協力をお願いします。
本当にありがとうございました。
DATA OF May
●5月在籍者47名
メンバー
メネット
コメット
ゲスト
ビジター
CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
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第１例会
37名
0名
0名
0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
14,600 円
●ファンド 5月分
0円

6 月の強調テー マ
第２例会
23名
0名
0名
0名
0名
0名
63.8％

0 pt
累計
累計 73,500 円
累計 91,531 円
累計
0円

評価と引継ぎ
クラブの発展・個々の成長を1年間振り返りま
しょう。次年度に良い引継が出来るよう、クラ
ブ研修会を開催し学びを活かしましょう
新山 兼司 理事（京都トップスクラブ）

１年を振り返って
谷口

豊

副会長

今期、副会長として 1 年を振り返るとやはりコロナに振り回
された 1 年となりました。ドライバー委員長は例会計画をた
てるのが大変やったと思います。
役員会も大半がリモートで寂しい限りでした。
下期の Y サ、CS 事業が少しでも出来たのが救いではあります。
木下会長も当初思っておられた『もう一歩踏み込んで』の活
動も出来ず会長として残念ながら思いだと思います。これは
私の私見ですが、前期の天根会長と今期の木下会長はもう一
度どこかの機会でウイングの会長を思いっきりされるのはど
うでしょうか⁈ 一年間ありがとうございました。

松島

正雄

副会長

木下会長のもと一年間勉強させて頂きました。また、役員の
方からも学ぶことの多い一年間でした。そしてメンバーから
もいつも学ばせて頂いてます。私にとって素晴らしい学びの
場です。そんなメンバーに後押しして頂き次期の会長に選ん
で頂きました。プレッシャーの中、私が会長になってクラブ
の為にいったい何が出来るのか？私に期待してくれているこ
とがあるなら何だろうか ? など難しいことを考えてスタート
一年でしたが、一年が終わる今となって思う事は、会長とし
てよりも仲間として今まで以上に分かり合える関係を作りた
い。と言う事でした。
理想は「皆が仲間の幸せを自分の幸せに思える関係となる」
と言う事です。仲間が幸せだと思う事が何なのかを意識する。
ここからスタートしたいと思います。
一年後には今まで以上に『お互いを思いやる団結力のある
チーム』になりたいと思います。
私は子供のころ母からはよく「夢見る夢男」と言われていま
した。大人になっても理想主義は変わりません。
どうぞ皆さん次期の一年間あきれずにお付き合いください。
楽しい一年にしましょう。

北川

雅俊

書記

書記は 2 回目になると思います。今年もまだ先が見えない新
型コロナウイルスの影響で書記としての業務も例会中止や事
業の中止などのアナウンスに追われ大変な期となりました。
そんな中でも頑張ってこれたのはウイングメンバーからのア
シストがあったからだと思います。次期は久々に役はありま
せんが次期役員の皆さん、わたくしに出来ることがありまし
たら何なりとお申し付けくださいませ。1 年間ありがとうご
ざいました。

山田

祐輔

書記

第 35 期ウイングクラブの書記を担当させて頂きました。山
田です。一年間至らない所ばかりで、役員やメンバー、日航
プリンセスの皆様には、ご迷惑をお掛けしたことも多々有り
ましたが、クラブの事、メンバーの事をより深く理解し、関
わりを持てた一年だったと思います。
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次期には 35 周年記念例会、次々期には京都部会ホストクラ
ブと言う大役が控えております。まだまだ新型コロナウイル
スの影響は続いていますが、しっかりと対策をしながら、メ
ンバー一丸となって乗り越えましょう！
一年間、ご指導ご協力頂きまして、有難うございました。
最後に、書記をやらせて頂いて、1 番強く思ったのは、次か
らは出欠の返事はすぐ返す様にしよう。でした。笑
来期も盛り上がって行きましょう！

本多

悠佑

会計

35 期会計を余ワイズと務めさせていただきました。
初めて会計をさせていただき最初に思った事は、項目が多す
ぎて何が何だかさっぱり分かりませんでした。
半期総会の際にも金額が合わずに、会長と余ワイズと何時間
も擦り合わせしていたのを思い出します。
ですが、先輩方に色々教わっているうちに少し解るようにな
りましたが、私自身コロナ禍で新事業の展開もありそのほと
んどの会計の仕事を余ワイズに任せきりでしたので、本当に
余ワイズには申し訳ない事をしたなという思いです。
悔いの残る形となりましたので、また機会があれば、三役を
務めさせて頂きたいと思います。

余

東達

会計

35 期の三役 LINE を遡ってみると 2020 年 12 月から始動
してました。準備期間を合わせると約 1 年半という期間
を費やしての活動に驚いております。
この間を振り返っての感想は、コロナ禍で 100% の活動
は出来なかったにも関わらず、【長かった】と言うのが正
直な感想です。ただ、会計は細かい業務が多いものの、
お金の動き、流れを知る事によって今まで全く分からな
かった、クラブのお金の事情や、活動内容を知る事が出
来 て 勉 強 に な り ま し た。そ し て 3 役 会、コ ロ ナ 渦 で
zoom 開催の時もありましたが、『悠』でのカウンターで
議論し意見を交換し合うことでウイングクラブの運営に
関わっているんだとの意識も高まり、一歩前進した気持
ちでクラブ活動をする事が出来ました。
木下会長、良い機会を与えて頂きましてありがとうござ
いました。

岡山

聦

Ｙサ委員長

今期、木下会長よりＹサ委員長に任命して頂き、初めて
の委員長に私に務められるか不安だった事を覚えていま
す。何もわかっていない私をＹサ委員会のメンバーや担
当三役の方々に支えて頂き、務めることができました。
本当に感謝しかありません。どのイベントにもウイング
メンバーが真剣に取り組んでいる姿勢に学ぶ事も多かっ
たです。特に印象に残っているのがソラシドキャンプで
リモート中継なので子供達はいなかったですが、参加者
との交流や取り組む姿勢に感化されて私も本当の意味で
Y's メンバーになれたような気がしました。最後に三役な
らびにＹサ委員会メンバー、ウイングメンバーの皆様に
感謝致します。

中西

彬

ＣＳ委員長

初めての委員長を任せていただき本当にありがとうございま
した。CS 委員長といてわからないことばかりでしたが委員
会や事業を通して多くのメンバーとコミュニケーションがと
れました。コロナウイルスの勢いが収まらず多くの事業が中
止となりましたが、支援先との数少ない交流ではコロナと向
き合いながら刺繡等の作業を一生懸命されている姿に元気づ
けられました。一年間を通して、積極的にワイズ活動に取り
くむ事の楽しさを知ることができました。これからもその気
持ちを忘れずにワイズ活動を続けていきたいです。

山岸

裕明

ＥＭＣ委員長

木下会長から EMC 委員長を仰せつかって、開催できた活
動はゲストを交えた懇親ゴルフ大会だけで、EMC アワーや
懇談会にてウイングクラブをより活性化する案を委員会で模
索したにも拘らず、新型コロナの影響には勝てず未開催に終
わってしまいました。非常に残念で消化不良の一年でした。
３５期終局に成って１名の入会予定者がございますので、是
非次期の３５周年のクラブの盛り上がりに繋げて行けたら幸
いです。ZOOM の例会や会議で世の中は便利に成ってきま
したが、やっぱり対面での人と人の繋がりやコミュニケー
ションが大事であると実感いたしました。

藤田

寿男

ＩＢＣ委員長

コロナがどうなるか予測出来ない中、交流事業は到底無理
な話と思っていましたが、取り敢えず四つのクラブとコンタ
クトは取り続けようと決めました。メンバーも四人。それぞ
れに担当クラブを受け持ってもらい、委員長は新 DBC 担当
として、分担作業や宿題が多く、毎月の委員会と相まって、
かなり充実した IBC 委員会となりました。これが事業と言え
るかどうか分かりませんが、IBC アワーに繋がったことは間
違いありません。あとは新 DBC が実現できることを期待し
ています。

奥田

建登

茂

上田

敦

ドライバー委員

前期に引き続き今期も新型コロナのまん延が原因で、様々
な制約の中での例会運営となりました。開催そのものの見通
しが立てられないことから、思い切った企画ができず悔しい
思いもしました。他方、オンラインを使った IBC 企画や講演
会企画、合同例会など、これまでになかった取り組みもでき、
新たな例会運営のモデルを示すことができたのではないかと
思っています。

5月の例会

【第一例会】参加者：メンバー37名
日時：5月12日(木) 19時〜
場所：日航プリンセス

久しぶりにホテルでの例会
メンバーの皆さんとお会いもでき会話も弾みました。
例会メインプログラムは IBC アワー
会場のセッティングも普段とは違い大きなスクリー
ンを使った zoom でのブラザークラブの状況報告会、
このご時世ならではの新しいスタイルの例会、準備、
用意もかなり大変だったと思いますが、すごく分か
りやすく各ブラザークラブの状況、心境も聞くこと
もでき素晴らしい例会だったと思いました。委員の
皆様、北川さんご苦労様でした。あと、皆さん体調
気をつけてやっていきましょ！（佐々木貫二）

ファンド委員長

光栄な事に二期続いて委員長をご指名いただき、この一
年も自分という人間を客観的に見直す大切な機会になっ
たと思います。客観的に見直した自分への評価はもちろ
んひどいものでしたが、そんな自分でも何とかドロップ
アウトせずにこれたのは、やはりウイングというメンバー
にひたすら助けていただいた結果です。昨年の就任の折
にこの立場で仕事とウイングの活動をしっかり両立した
いと理想を唱えましたが、本年はとてもその域には達し
ていません。今後も自分の成長につなげられるよう、自
分に出来る事を死なない範囲でがんばっていきます。

森野

ホント心強いメンバーでした。ただコロナ禍で対面の委
員会があまり出来なかったのが残念でした。一年間を通
して様々な事業の原稿依頼をすることで少しずつですが
ウイングの活動がわかってきたのは収穫でした。

ブリテン広報委員長

木下会長から連絡頂き気軽に受けたブリテン委員長でし
た。簡単だと思ってたんですが毎月の例会やバースデイ
原稿をお願いするのですが、自分の出張が多くて、依頼
するタイミングが合わず苦労しました。わからない事は、
天根さんをはじめ委員会メンバーの皆さんに教えて頂き

【第二例会】参加者：メンバー23名／ゲスト25名
日時：5月22日(日)
場所：休暇村近江八幡

５月２２日（日）、休暇村近江八幡にて、ファミリー
例会を開催しました。新型コロナまん延のせいで長
らく行われてこなかったファミリー例会ですが、よ
うやく開催することができました。
当日は４８名のメンバー、メネット、コメットに参
加いただきました。お天気にも恵まれ、照りつける
お日様のもとでのＢＢＱは最高でした。
メネット、コメットにもたくさん参加いただき、と
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てもにぎやかな例会となりました。今回はあえて出
し物企画等は設けず、参加者がゆっくりとお話して
いただけるような例会を計画しました。
みなさん、大いに飲み、大いに語り、メネットの笑
い声、コメットの歓声が響き渡り、とても充実した
一日を送ることが出来ました。
新型コロナの情勢を見ながら間際までなかなか計画
が立てられなかったのですが、森野ワイズのご尽力
で急きょ場所を確保していただきました。奥田ワイ
ズ、今村ワイズにもご協力をいただいて、なんとか
開催することが出来ました。この場をお借りして御
礼申し上げます。みんなで集まり、語り合うのはやっ
ぱりいいものだな
と、あ ら た め て 感
じさせてくれた
ファミリー例会で
した。（上田敦）

で迎えることができそうです。コロナ禍で学んだことを深
く胸に刻み、自戒を込めて来年の誕生日を迎えれるように
日々精進する所存であります。

北川 雅俊

6月24日

今年で 58 歳になります。まだ若い思っていますが、やは
り気になるのは健康のことです。コロナの影響もあり腹回
りが特にやばい状況でこのままではダメだと感じてます !
まずは、ご飯大盛りをやめます ! そして痩せます !!

上田 敦

6月28日

今年で 54 歳になりました。
51 歳から始めた筋トレが楽しくてしかたありません。運動
経験がないため、自己流やってケガをしては元も子もない
と思い、パーソナルトレーナーについてもらって指導を受
けています。最初は週１ペースだったのですが、昨年４月
から週２ペースになりました。体つきがかわり、姿勢が良
くなり、肩こりもなくなり、気持ちが前向きになり、指導
を受けることで謙虚にもなれ、いいことづくめです。人生
折り返しの年齢になりましたが、人生後半の成長が楽しみ
になってきました。

Happy Birthday
谷口 豊

Happy Anniversary

6月3日

3 日で 64 歳になります。この 1 年は 2 回の入院・手術を
経験するという最悪の歳でした。次の 1 年は、体調に注意
して元気に前向きに明るく過ごせる 1 年にしたいと思いま
す。まだまだ死ねません！ 90 歳目指して頑張ります ( 笑 )
よろしくお願いします。

北川 雅俊・明美 夫妻 6月6日

青倉 国士

佐々木 貫二・啓恵 夫妻

6 月 6 日が結婚記念日で今年で 29 年になります。
明さんに感謝して記念日を祝うのですが、彼女はいつも記
念日を忘れてます ( 笑 ) それが明さんなんですがね ( 笑 )
明さんこれからもずーーーっとヨロシク !!

バースデー・アニバーサリーは、

6月11日

6 月 11 日

今年で 58 歳になります。小学 3 年生から野球を始めた息
結婚生活 23 年目を迎えます
メンバーのみの公開となります。
子は高校生になりました。中学卒業までは野球に関わって
子供達も大きくなり手間もかからなくなりました。まだま
きましたがそれも終わり、週末は暇になるかな〜と思って
だ若いお父さんのつもりでしたが、老眼や腰痛や体はおっ
いるこの頃です。
さんまっしぐら、健康診断の結果見てから今後考えて行こ

藤田 正純

う。奥さんはお陰様で健康です。

6月18日

今月で 64 才になります。今年 1 月コロナに感染し中等症
1〜2 で一瞬生死をさまよいましたが、前アメリカ大統領と
同じタイプの抗体カクテル点滴を打って貰い命拾いしまし
た。今回も医学の凄さを実感させられました。
年々体力気力が落ちてきますが、後少し頑張って行こうと
思います。宜しくお願いします

🙏

天根 静也

6月22日

今年で 51 歳になります。次期は役員からも外れるので後
回しにしていた自分の身の回りのことをきちんとやってい
こうと思っています。もちろんワイズも頑張ります！

岩本 直己 6月22日

2018 年第 33 期初旬に入会、2019 年第 34 期にファンド委
員長をさせて頂きました。そして今年 35 周年次期 CS 委員
長を拝命致しました。遂にコロナ騒動が収まりつつ昨今で
すがこの一年は事業の方がうまくいかず人生で最も苦しい
年となりました。が、なんとか５１歳の誕生日を五体満足

上田 敦・亜季 夫妻

6月15日

今年 19 年目です。当たり前のことですが、来年は 20 年目
です。10 年目のときは独立開業の時期と重なり、先行きの
不安や、何かと入用が多かったためにこれといったお祝い
ができませんでした。20 年目をどんなふうにお祝いして、
どんな気持ちで迎えるか、今年１年かけて計画したいと思
います。

6月の予定
2日（木）

9日（木）

11日（土）
16日（木）
18日（土）

第一例会：35周年アワー

19時〜

次期役員会

9時30分〜

引継役員会

19時〜

西日本区大会

第二例会：引継例会

4

18時〜

三条ＹＭＣＡ

三条ＹＭＣＡ

岡山国際ホテル
富美家

日航プリンセス
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