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★クラブ会長主題
●今月の聖句

詩編　30章6編

「もう一度！！
しん

心と
たい

体で　～さすがウイングだからウイングクラブ～」

●1月在籍者43名

●1月月間メイキャップ者数
●1月月間出席率

0名
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1月分

切手 pt 累計 pt
現金 円 累計 円

円
円
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448,948

0
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100,654
448,948
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0
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DATA OF OCTOBER 2月の強調テーマ
TOF・CS・FF
STEP for ALL

多くの方がそれぞれの献金に参加すること
ができるよう、それぞれの献金の意義を確
かめ合い。そして心遣いと思いが、社会を
変える一歩に繋がります。献金にご協力く
ださい。
先人が歩んだ道を私たちワイズメンが次世
代へ　STEP for ALL

福島貴志 地域奉仕・環境事業主任
（熊本スピリット）

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
3名
0名

第２例会
35名
0名
0名
0名
0名

泣きながら夜を過ごす人にも 喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。
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会　長 President 佐々木貫二／Knaji Sasaki
副会長 VicePresident 北川雅俊／Masatoshi Kitagawa・中村誠司／Seiji Nakamura
書　記 Secretary 谷口豊／Yutaka Takiguchi・木下敬悟／Keigo Kinoshita 
会　計 Accountant 市村和清／Kazukiyo Ichimura・松島正雄／Masao Matsushima

中村誠司
☆国際会長（IP）
JOAN WILSON
主　題： "Our Future Begins Today"
 “われわれの未来は、今から始まる”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Together We Can Do So Much   
              More"
 “手を取り合えば、今よりさらに多く
　　　　のことができる。”

☆アジア地域会長 （AP）
Tung Ming Hsiao（台湾）
主　題： "Respect Y’s Movement"
 “ワイズ運動を尊重しよう”
ｽﾛｰｶﾞﾝ： "Solidify the Y’s Men Family Better 
                    World"
 “よりよい世界のために、ワイズメン
　　　　・ファミリーの絆を強めよう”

☆西日本区理事（RD）
岩本悟（熊本にし）
主　題：「ワイズ魂で　更なるワイズの活性

化を！」
　　　　“Energizing Y’s Men”

☆京都部部長
廣井武司（京都プリンス）
『子どもたちの未来のために
　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で』　

「未来を見つめて」

佐々木会長期も半分を終え徐々に31期の足音も聞こえてきました。私も
前回の周年期の会長をさせて頂いたので、その頃の思い出を振り返りな
がら時間の移り行く速さに驚きを隠せません。もっと振り返るなら私も来
年で入会20年になりますので長い間このクラブにはお世話になっている
なと感謝の気持ちでいっぱいです。新人期間の5年は私もまだ若く、見る
ものすべてが新鮮で圧倒されていました。もちろん大先輩のメンバーの
方々も若かった（笑）徐々に慣れて来ると同時に色々な役職に就かせて頂
き自信もつき出すと意見を出す機会も増えました。それを採用されたり却
下されたり。それはもちろん私だけではなくて新しいメンバーが増える度
に新しい意見や発想がクラブの中に流れ込む事を表しているのだと思い
ます。クラブはあくまで器であり在籍するメンバーによってカラーが変わっ
て行くもので、設立当初の30年前と雰囲気が違うのは当然なのではない
でしょうか？
守るべき所は守り、時代に合わせ変えるべきは変える！色んな意見をぶつ
けあってクラブは成長するのだと思います。いいクラブとはどんなクラブ
なのか？そんな事を一生懸命語りあう事が出来るメンバーがたくさんいる
のがウイングクラブだと私は思っています。
それほどクラブを愛しているメンバーがたくさんいるからです。
いまだにメンバー間で話に上がる25周年で踊ったRising Sunのダンスパ
フォーマンス。当時のウイングクラブを表した舞台であったような気がしま
す。もちろんそれ以降に入会したメンバーは知りませんし過去の出来事で
しかありません。新メンバーも増え新しい風が吹きこんだウイングクラブ
はどう変わったのか？あの時と同じような、いやそれ以上の高揚感、メンバ
ー同士の一体感を今のメンバーでしか出来ない表現方法で表して行きた
いと思います。さあ行こう未来へ！みんなで30周年を楽しみましょう！
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1月の例会

1月新年例会は、書道家稲垣様をゲストに新年例会
らしい楽しい例会でした。特に個人の顔の表情や名
前だけで性格や人物像まで書いていただいたのが
面白かったです。書いてもらったのを見ると、本当に
その通りだなと思うし、心当たりがありました。短時
間でその人の人格、性格を判断するのが本当に感
心しました。私も仕事柄色々な方とお会いしてその
方の治療にあたってますが、なかなかその方の性格
や悩みを探るのが本当に大変難しく思います。今回
の稲垣様のお話や経験談を聞き、少しでも仕事に生
かせるようにしたいと思いました。その後は、メンバ
ーが自分の思いや、好きな１字を書き、稲垣さんに
審査していただき、発表していただきました。メンバ
ーそれぞれが、いろんな思い入れや意味を話され
ました。書体で本当に色々な事が分かりました。字
は人を表すものだと本当に思いました。新しい年に
新し発見です。本当にいい新年例会でした。今年も
よろしくお願いします。（市村）

1月第二例会に出席して、自分としては入会してから
数回目の半期総会でした。次期のファンド委員長に
選ばれた事もあり、こんな事を書いたら怒られるか
も知れませんが各委員会がどのような活動をしてい
て、どのような目標を持ち、上半期の成果と下半期
をどのようにやっていくという話は今まで以上に真
剣に聞いたと思います。
その中で感じた事はやはりメンバーの方々はウイン
グワイズメンズクラブに愛情を持って接しておられ
ると思いました。より良いクラブにしていく為にはど
うするべきか。目標を掲げてそれを実行していく。仕
事でもより良い会社にしていくにはどうするべきか。
やるべき事は同じだと思いますがウイングに入って
より身近に感じ、自分の生活に良い影響を与えても
らっていると思います。
次期会長の選出に当たっての佐藤さんの話を聞い
て、会長の誘いの話があって、受けるまでの心の変
化と、周りの方の協力と会長を受けると決めてから
の覚悟が凄く伝わってきて、これまでの会長をされ
てきた方も同じ気持ちで引き受けてこられたのだろ
うと実感しました。三役の選出も委員長の選出も会
長程の重圧は無いにしろ、同じ気持ちが動いている
のが今回北川さんからの委員長依頼の経験をさせ
てもらったので分かりました。
先程のメンバーの方々がウイングに愛情を持って接
しておられると思った理由が選んだからには協力す
るし助ける。受けたからには全うするという気持ちが
あるからなのかなーと今回の例会で少しだけ分か
った気がします。（小田）

書道を通じて人格を表現する。 半期を振り返り反省、評価が大事です。

【第一例会】日時：1月12日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会：石田ワイズ　メインプログラム：ゲスト 書家 稲垣 尚毅様
『今年の夢、目標を新たに…』【第二例会】日時：1月26日(木)　19:00～21:00　ホテル日航プリンセス京都　
司会：石田ワイズ　議長：上田ワイズ　プログラム：半期総会
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こんにちは、野外専門講師の渡邉文子(リーダー名:マリネ)と申します。京都の伏
見で生まれ、今も伏見の実家で暮らしています。父・母・姉の4人家族です。姉は大
学卒業後、上京をしたため、ここ6年間ぐらいは一人っ子生活を楽しんでおります。
というのも、私の家にはプライバシーという言葉が生まれないぐらい、プライベー
ト空間が一つもありません。自分の部屋もなければ、自分の机もありません。お恥
ずかしながら、家の中を裸でうろうろ歩いていたって、家族全員気にもとめません。
周りの皆さんには、大変不思議がられますが、我が家ではスタンダードなのです。
そんなオープンな家庭で育ち、先日26歳の誕生日を迎えました。
YMCAとの出会いは、小学2年生の頃のデイキャンプへの参加でした。そして、小
学3年生でスキーキャンプに参加し、「スキー」に出会いました。そこから高校3年
生までメンバーとして、大学生時代はリーダーとしてYMCAに関わり、今は職員と
して働いています。たくさんの仲間と思い出と人として大切なことをいただいた
YMCAで働くことができることに日々感謝です。
趣味は、もちろんスキー。第二の故郷は、白馬八方尾根です。これからも宜しくお
願いします。

職
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野外専門講師
渡邉文子さん
野外専門講師
渡邉文子さん

第一例会の写真の続きです～

活動紹介冊子を使って YMCAの活動を色んな人に知ってもらおう！

冊子のご入用の方は三条本館にあります。
ソラシドキャンプのことも紹介されています。

YMCAでは、寄付金拡大キャンペーンのツールとして、YMCAの
活動紹介の小冊子を作成しています。2月末までがキャンペー
ン期間となっています。１口2,000円の寄付金を募っているの
ですが、目的の第一は、YMCAの活動を知らない人にYMCAの
活動を理解していただいて、まず賛同者になっていただくこと
です。ウイングクラブのことを知ってもらうために例会にゲスト
に来てもらうことも大事なワイズメンの活動ですが、こうした広
報活動もYMCAの賛同者を増やしていくとう意味ではとても大
切な活動です。ぜひ、みなさんのまわりで賛同者になってくれそ
うな方がおられそうでしたら、一度この冊子を用いてYMCAの
活動紹介をしてみませんか。



武村 松一・歩 夫妻 2月3日
引き続き黙秘します。

亀井 剛・久美子 夫妻 2月11日
ホント、夫婦って何なんでしょうね。赤の他人が縁あ
って結婚し、43年も一緒に生活し、子どもをもうけ、
その子どもたちはとっくに独立し、元に戻って二人
だけの生活。高齢者から準高齢者に格下げ？になり
そうな気配だがシニア料金は据え置きにしといて
ほしい。空気のような夫婦もあるらしいけど、それっ
て楽しいのかなぁ、想像できない。マァ健康が与え
られている間はもう少しそれぞれ社会に関わって
お役に立ちたいものです。(剛)

西野 希久子 2月3日
ありがたい事に、今年も元気にお誕生日を迎える事
が出来ました。
主人とは違って、人がたくさんおられる所は苦手、
お酒も苦手、そして一番旦那が苦手？
なのですが、子供達に手が掛からなくなってきて自
分の時間が出来る様になって来たので、メネット会
などにも徐々に参加して行きたいと思っています。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

武村 松一 2月9日
４０歳の時半分生きた、と思ってましたが
もうそこまで贅沢は言いません。せめてあと１４年。
７０歳までは…。

中島 敬泰 2月19日
７２歳、のんびりと優しく穏やかに暮らしたいと思
っています。
が、不真面目な仕事人生に、神さまからの試練を与
えられ、公私ともに忙しく過ごしています。のんびり
と優しく穏やかに暮らしたい、暮らしたい。

佐藤 泰子  2月21日
今年の誕生日は子供達が受験の真っ只中です。
息子は大学受験で、娘は高校受験のため、何よりも
応援する日々を送っています。

吉岡 毅  2月26日
今年で55歳になりますが長女小学2年生が大学を
卒業し結婚し、孫の顔をみれるのを目標に何とか現
役で頑張っていきたいです。

   2日（木） 第一例会：メンバースピーチ 19時～ 日航プリンセス
   9日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
12日（日） 全国車いす駅伝大会サポート  　宝ケ池プリンスホテル
12日（日） YMCAリーダー卒業祝会  　　　　三条ＹＭＣＡ
16日（木） 第二例会：ゲストスピーチ 19時～ 日航プリンセス
18日（土）19日（日）  YMCAミニバスケット大会 

 

  2日（木） 第一例会：ゲストスピーチ 19時～　 Ｈ日航プリンセス
  5日（日） 国際チャリティーイベント 11時～　 三条ＹＭＣＡ
  9日（木）              役員会 19時30分～ 三条ＹＭＣＡ
16日（木） 第二例会：TOF例会  19時～ ムーンバットビル
26日（日） CSチャリティボウリング 15時～ しょうざんボウル

 

２月・３月の予定 ３月の予定２月の予定
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Happy Anniversary

編集後記　あっと言う間にもう2月。まだまだ寒い日が続きますが、ウイングクラブ活動はホットホットに頑張っていきましょう！
（佐々木）

Happy Birthday

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。


