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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
●今月の聖句

☆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」
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〜次 世 代 へ 発 展 す る ウ イ ン グ ク ラ ブ へ 〜

」

神を愛する者たち、つまり、御計画に従って召された者たちには、
万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは
知っています。
ローマの信徒への手紙第8章28節

「Self improvement」
〜次世代へ発展するウイングクラブへ〜
第３２期会長

佐藤昌利

今期のウイングクラブは３０周年を終え、次の周年へ新たにスタートする年と

なります。

そこで私が決めた会長主題は｢Self improvement｣であります。かつての不良

メンバーである私が会長をさせて頂くことになるとは…
ありえない!｣事です。

今の言い方で言うと｢

入会当時、亀井ワイズよりワイズメンの活動の場は、｢自己研鑽｣でなければな

らないという教えを頂きました。私は入会１４年目となりますが、その当時の自
分自身を考えると今の私は別人の様です。それは、知らず知らずのうちにその教

えを実践していたのだと思います。
それは決して強制的ではなく、
ウイングメンバ
ーとの交流を通じてです。

そのような、｢自己研鑽｣の教えを英訳し、会長主題とさせて頂きました。
そして、

☆京都部部長
川上孝司（京都パレス）
『Will the Circle Be Unbroken 永遠の絆 』

主題に込めた思いは、
メンバー皆様への２つのお願いという形になりました。

１つ目のお願いは、個々の歩幅でこの１年を楽しんで頂くことです。
また、様々

な活動に｢無理をせず、無理をして｣でご参加をお願いします。皆様、１年間側に
いて下さい。

また２つ目のお願いは、
メンバー５０人体制の確立です。
メンバーの数は活

気をもたらします。そして現在、
ウイングクラブではベテラン・中堅・新しいメンバ

ーがそろっております。様々な伝統や経験を伝え、交流することでクラブの成長
があると思います。

その思いを 〜次世代へ発展するウイングクラブへ という副題にしました。
皆様、一年間、
どうぞ宜しくお願いいたします。

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
CHARTERED 21.NOV'87
CLUB OFFICE
SANJYO-YANAGINOBANBA
NAKAGYO-KU, KYOTO 604-8030 JAPAN
TEL（075）231-4388 FAX（075）255-2805

第１例会
37名
0名
0名
2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
24,000 円
●ファンド 6月分
0円

7 月の強調テー マ
第２例会
42名
14名
0名
2名
0名
0名
96％

累計
0 pt
累計
0円
累計 182,400 円
累計 498,457 円

Kick-oﬀ
EMC-MC

『NTG98』作戦！

(N)賑やかな例会に、(G)元気で若々しく、
(T)楽しい友達98人をお招きしましょう！
(MC)

小野 勅紘

EMC事業主任

（西宮クラブ）

6月の例会

引き継ぎ例会

次代の各メンバーへの引継ぎを行う、重要な例会です。例会の

日時：6月23日(土)18:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：木下ワイズ プログラム：「引継ぎ例会」
（会長・三役・委員長）

中ではメンバー皆様から各委員長と役員の皆様への思いやり

と感謝が感じられました。

引継ぎ挨拶の中で、皆様がどのような思いで活動をされてきた

か、
また後任の皆様が何を目指しその役職を引き継いでいく

のかをお話しくださり、新参の私は背筋が伸びる思いでした。

思えば昨年、私が入会を決意させていただいたのは、北川会

長やスポンサーの吉岡ワイズをはじめとした、各委員長、役員、

メンバーの取り組まれてきた活動とメンバー同士の思いやり
にあふれた絆が魅力的に感じられたからにほかなりません。

皆さんがおつくりになられた31期のウイングクラブに参加させ

ていただき、本当によかったと実感しております。

改めまして、北川会長、
ウイングメンバーの皆様、一年間本当に

ありがとうございました。

今期も皆さんと楽しくウイングの活動に取り組んでいきます。

北川ご夫妻！ 1 年間お疲れ様でした〜

（奥田健登）

第１例会
京都サンガFC福中コーチによる公演がおこなわれ、
「厳しい指
導」でなく
「子供たちにスポーツを楽しんでもらうこと」を一番

の目標として活動に取り組まれるお姿を見せていただきまし

た。

私にとって、
「スポーツは多大な努力を払わなければ、達成感

と喜びを得られない、厳しいもの」
というイメージがありました

が、それだけでないスポーツの本来の魅力と楽しみ方がある

ということを教えていただきました。

（奥田健登）
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日時：6月7日(木)19:00〜21:00 ホテル日航プリンセス京都
司会：島本ワイズ プログラム：スポーツってすばらしい
ゲスト：福中善久様

6月の事業参加
西日本区大会

ホタルの夕べ
日時：6月16日（土）場所：リトリートセンター

日時：6月9・10日（土・日）

場所：ANAクラウンプラザホテル神戸

第 1 回役員会議事録（6/14）
1：例会に関する件（ 西野委員長 ）

引き継ぎ役員会
日時：6月21日（木）場所：とり伊

「協力＝強力」の北川会長から佐藤会長への

引継役員会が新旧役員の多くが参加して行わ
れました。
「結石＝欠席」を跳ね返したキンポ

クラブ２０周年記念例会訪問・納涼例会に手

術後にもかかわらず参加された会長魂、３０

周年記念例会でセンターを努められた和太鼓、

ノンドロップとはなりませんでしたが６名のニ

ューメンバーが入会された３１期の各事業報

告がされて、次期へのバトンタッチが完了しま

した。１年間お疲れ様でした。
（岸本伸也）

リトセン夏季準備ワーク
日時：6月24日（日）場所：リトリートセンター

7 月第１例会

7/5 キックオフ・定時総会・・乾杯準備

嵐山鵜飼い船

5 時 30 分集合予定、開始 6 時

7 月第 2 例会

7/22

納涼例会

会費など・・

メネット、ゲスト、中学生以上 7,000
小学生弁当付き 3,000

飲み物ファンド 2,000 予定

8 月第 1 例会

8/2 ＩＢＣサアワー

8 月第 2 例会

8/23

グレートヴィジョンクラブとＩＢＣ締結式他
京都部

部長公式訪問

・・食事費 3 名分はドライバープログラム費

2：台湾訪問に関する件（山内委員長）

7 月 7 日〜 8 日グレートヴィジョンクラブと IBC 締結式を

行う。交換用バナーとお土産費用約 50,000IBC 予算から支出

3：リトセン夏期準備ワークに関する件（藤田（寿）委員長）
6 月 24 日 9 時 30 分集合。青少年育成を目的とした
リトセン整備、草刈り機他購入。物品費にて

４：サバエキャンプ場開設ワークに関する件（藤田（寿）委員長）
7 月１日９時集合予定。青少年育成を目的としたサバエ整備、
主に入り口付近の柵の補修Ｙサ予算２０万

５：金浦クラブのキムチ漬ワークに関する件（ 山内委員長）
今年は、キムチ漬けワークを行う、11 月ごろを予定。

職員さん紹介

６：ソラシドキャンプに関する件（藤田（寿）委員長）

8 月 18 〜 19 日病気の子供とその兄弟の療育キャンプを行う。
気球や、ボート、サバエ族のプログラムを行う。
Y サ予算 10 万円支出

７：サバエ秋祭りに関する件（北川委員長）

9 月 23 日にサバエキャンプ場活性化を目的としたサバエ秋祭
りを行う。

委員会にて詳細を決める。

８：総会資料に関する件（天根書記・中村 ( 誠 ) 会計）
1 部分修正して総会へ提出
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新メンバー自己紹介

前田慎YʼS

皆様、改めてご挨拶させて頂きます。前田慎と申します。
この度、奥村賢三ワイズよりお誘い頂きまし
て、入会致しました。今年の２月の例会から毎回出席して、
ワークにも２回参加しました。その中で得
られる充実感や皆様の何事にも熱心で、何よりも楽しく活動されているのを見て、入会を決めました。
これから、皆様から学びながら自身が成長して、
それが少しでも社会の為になればと考えています。今
後共、宜しくお願い致します。

Happy Birthday
山岸裕明

7月4日

５８歳に成ります。
最近寝る前のウォーキングに加えて天皇皇后両陛下を見習っ
てスロージョギングを約１時間。
結構お酒飲むより寝付きも良く熟睡出来ます。
しかも体重６
ｋｇダウン！
今年も何とか継続してナイスミドルを目指します！何か良い事
有るかな〜！

錦織千文
7月7日
７月７日，七夕の日が誕生日です。今年も，短冊に願い
を書いて，夫に渡しています。

今村

夏美

7月11日

娘も3歳になりおてんば度が益々増してます（笑）
45歳は気力、体力共にパワーアップできればと思ってます。
ま
た1年皆様よろしくお願い致します。

山内 薫
7月19日
年々疲れやすくなり、休日でも特に行きたい所がなけれ
ば、色々なスーパー銭湯に行って、岩盤浴とサウナを存
分に楽しんでいます。
リフレッシュされて身体も楽にな
るので、暫くは自分流の方法で体調管理をしていきたい
と思います。
藤田一美

7月22日

年齢を重ねるごとにやらなければいけないことが増えすぎて、
篠原きよ美
7月11日
（体重ではありませんから〜）
年齢と共に、減る体力。
そして、増える脂肪と診察券、健 もうパンクしそう！？
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。
康に気を付けて元気な毎日を過ごせるように頑張りま
す。

Happy Anniversary
余

東達・景子夫妻

７月4日

青倉国士・智子夫妻

7月4日で結婚７年になります。
最近、家内との関わり方がやっとわかってきました。
あまり、余計な事をしゃべらない。
家内が言ってきたことに反論しない。
です。

家族が揃って出かける事はもちろん、
ご飯を食べる事さえも
激減しました。
子どもの成長はうれしく、そして寂しいものです。
結婚生活20年。いろんな感情を抱きつつ、まだまだ頑張らな
いと。

今年から長女が小学校に通い始め、家族の生活スタイルが変
わりました。
朝6時起床、20時30分には就寝。
私も11時までには寝るようになり、
1歳9ヵ月の長男も少しづつ言葉を覚え、子供達の成長を日々
感じながら幸せに過ごしております。
これからも、家内には、なるべく反抗せずに夫婦生活を送って
いきたいと思います。

7月の予定

７月７日

岸本ワイズ 薫さんご結婚おめでとうございます！

6 月 2 日フォーチュンガーデン京都で披露パーティーが行われました。

7月・8月の予定

8月の予定

1日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

2日（木）

第一例会：IBCアワー

19時〜

5日（木） 第一例会：定時総会

19時〜

Ｈ日航プリンセス

9日（木）

役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

（土・日）青い空と白い雲のキャンプ
台中グレートビジョンクラブ 18・19日

6〜8日
（金〜日）IBC締結式
8日（日） サバエ開設ワーク

9時〜

サバエキャンプ場

12日（木） 役員会

19時30分〜 三条ＹＭＣＡ

22日（日） 第二例会：納涼例会

18時〜

23日（木）

第二例会：部長公式訪問

Ｈ日航プリンセス

8時30分〜

サバエキャンプ場

19時〜

Ｈ日航プリンセス

嵐山鵜飼船

編集後記 今回はじめて編集に携わりました。
ブリテン作成の大変さを痛感しました。皆さんに手にとっていただける紙面作り
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を目指します。
（上田）

