
CLUB OFFICE：京都YMCA　〒604-8083 京都市中京区三条柳馬場 TEL.075-231-4388　E-mail：shoki@tobe.x0.com

クラブ会長
国 際 会 長

アジア会長

西日本区理事

京都部部長

クラブ会長主題
国 際 会 長 主 題

アジアエリア会長主題

西日本区理事主題

京 都 部 部 長 主 題

  「Healthy」ココロとカラダを健康に！ 元気なTOBEになろう！
"Mission with Faith"　“信念のあるミッション（使命・目標）”

"Through Love, Serve"　“愛をもって奉仕をしよう”

“あなたならできる! きっとできる”　"You can do it! Yes, you can!"　

“いつも喜んでいなさい”　"Be joyful always"
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今月の聖句

マタイによる福音書5章9節

平和を実現する人々は幸いである。その人たちは
神の子と呼ばれる。

「リトリートセンターは来年開設 50 周年をむかえます」

■7月例会出席　
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洪 水 浩 巳

安 井 基 晃

小 幡 　 弘

城 戸 誠 之

伊 藤 　 剛

田 中 和 幸

トゥービークラブのみなさんには、リトリートセンターの薪作りを昨年冬にしていただき、今年

の夏期準備ワークで、大量の薪をおさめていただきました。いつもありがとうございます。夏休み

以降、保育園、幼稚園、教会、福島の被災者、YMCAのキャンプなどのキャンプファイヤーで使わせ

ていただきます。

リトリートセンターは、今から49年前に起工されました。当時、京都YMCAの青年会員やリーダ

ーの一泊研修にふさわしい場所を探し、現在の宇治市二尾の地が見つけられ、青年会員やリーダーによるワークキャンプに

よって創立されました。当初は段々畑であった地を開墾し、笹や草を刈り、石を運ぶといった、つらい作業くり返されたと

いう記録が残っています。

その後、食堂ホール、ロッジの屋根、トイレなどの改修などの開設30周年事業を通してワイズメンズクラブの関わりが増

え、ワーク、フェスタ事業、委員会などは、ワイズメンズクラブを中心とした会員によって支えられるようになりました。

来年、リトリートセンターは開設50周年をむかえます。ワイズメンズクラブのみなさんをはじめとする会員の活動の場

として、人々が出会い、仲間をつくり、奉仕と連帯が実現の場、そして、豊かな自然の中で人と神とに出会う場としてのリト

リートセンターをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

：洪水浩巳
：Wichian Boonmapajorn（タイ）

：Edward K.W. Ong（シンガポール）

：遠藤通寛（大阪泉北）

：高田敏尚（京都）

藤尾　実
連絡主事
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7月第一例会「kick off例会」

国松義之

7月8日（水）　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者：メンバー25名

次ページに続く

洪水新会長の開会点鐘で、第20期kick off例会が始まった。

今期の会長主題は、「Healthy」。ココロとカラダを健康にし

て、もっと元気なTobeに！という思いの言葉。冒頭の挨拶

で、永年、広義会員として在籍された西村ワイズが逝去され

たという訃報が伝えられた。他にも、体調を崩しているメ

ンバーもあり、会長主題を改めて実感した。

西村ワイズのご冥福を祈り黙祷を奉げた後、安井次期会

長の発声で献杯が行われた。

本日のメインプログラムは、定時総会。前期の事業報告

と決算・今期の事業活動予定・予算案と、大きな問題も無く、

全てが承認された。

ハッピーバースデイ・アニバーサリー・

ニコニコと進み、第20期最初の例会は終

了した。

その後、ホテルラウンジで2次会。な

んと今日は、洪水会長の50歳の誕生日。

多くのメンバーが集まり、ホテル特製の

バースデイケーキとハッピーバースデイの合唱で、サプラ

イズのお祝いが行なわれた。会長メネットからの手紙もあ

り、大いに盛り上がった2次会となった。

この一年、色々なことはあると思いますが、洪水会長よろ

しくお願いします。ココロとカラダを元気にして、より一

層活気溢れるTobeにしていきましょう。

7月第二例会「アジア大会アワー」

古田裕和

7月22日（水）　於：白河院
出席者：メンバー25名・ゲスト8名・メネット2名

7月22日に直前に迫ったアジア大会をより理解すること

と、デンマークから2組のご夫妻をお招きしてアジア大会

アワーが白河院で行われました。

デンマークからのゲストは国際議員のKnud Hougaardさ

ん、Bodilメネット、そしてYサ国際事業主任のPoul-Henrik 

Hove Jakobsenさん、Birgitメネットの4名の方々です。

そして岡野泰和アジア地域直前会長と松本武彦西日本区

直前理事、通訳をお願いした元メンバー

の河本夫妻も参加していただき例会が始

まりました。

当日例会までの時間、Knud Hougaard

さん、BodilメネットとPoul-Henrik Hove 

Jakobsenさん、Birgitメネットは浴衣を着

て祇園祭後祭の山鉾を見学されたり日本の文化を十分に楽

しまれていました。例会場ではメンバーの城戸ワイズから、

生け花の生け方を教わり4人とも実際に作品をつくられま

した。

このように日本の伝統文化を十分堪能され、例会では国

際のアピールをしっかりされました。国際の役員の話はな

かなか聞く機会もないので、メンバーにもワイズメンズク

ラブの国際の役割や仕事が少しは理解できたことはトゥー

ビークラブにとってまたメンバーひとりひとりにとって非

常に価値あるものになったと思います。

例会が終わると、二次会場へいつものように向かい、再び

交流を深めアジア大会アワーが終了しました。
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7月15日（水）　於：京都府立医科大学
出席者：メンバー16名

京都府立医科大学付属子ども病院「子ども夏祭り」サポート

岡本就介

京都は町を挙げて祇園祭の真っ最中。けれども入院中で
お祭りに行けない子どももいる。そんな子どもたちに夏祭
りの出前をしよう。そのような趣旨で京都YMCAが行って
いる子ども夏祭りを、祇園鉾町・南観音山社中の皆さんと
共に毎年サポートさせていただいています。今年は洪水会
長以下14名が参加しました。
目の前で祇園囃子が聴けるとあって、保護者の方々も大
喜びです。トゥービーからはスマートボール、輪投げ、くじ
引き、ヨーヨー釣り、似顔絵を出店しましたが、模擬店とは
いえ責任は重大です。お祭りを見るのは生まれて初めてと
いうお子さんもたくさんいますから、逆にいい加減なもの

は見せられません。メンバーはハッピを
羽織って、浴衣姿のYMCA学生ボランテ
ィアリーダーたちと一緒に大いにお祭り
を盛り上げました。
以前、こちらの看護士さんに「子ども
たちはカレンダーを見ながらこの夏祭り
を指折り数えて待ってるんですよ」と言
って頂いたことがあります。本当に短い時間ですが、がん
ばっている子どもたちに、ひとときでも病気のことを忘れ
て元気になってもらえたらと思います。このサポートを未
経験のメンバーには、来年以降ぜひ参加されることをお奨
めします。

7月22日に直前に迫ったアジア大会をより理解すること

と、デンマークから2組のご夫妻をお招きしてアジア大会

アワーが白河院で行われました。

デンマークからのゲストは国際議員のKnud Hougaardさ

ん、Bodilメネット、そしてYサ国際事業主任のPoul-Henrik 

Hove Jakobsenさん、Birgitメネットの4名の方々です。

そして岡野泰和アジア地域直前会長と松本武彦西日本区

直前理事、通訳をお願いした元メンバー

の河本夫妻も参加していただき例会が始

まりました。

当日例会までの時間、Knud Hougaard

さん、BodilメネットとPoul-Henrik Hove 

Jakobsenさん、Birgitメネットは浴衣を着

て祇園祭後祭の山鉾を見学されたり日本の文化を十分に楽

しまれていました。例会場ではメンバーの城戸ワイズから、

生け花の生け方を教わり4人とも実際に作品をつくられま

した。

このように日本の伝統文化を十分堪能され、例会では国

際のアピールをしっかりされました。国際の役員の話はな

かなか聞く機会もないので、メンバーにもワイズメンズク

ラブの国際の役割や仕事が少しは理解できたことはトゥー

ビークラブにとってまたメンバーひとりひとりにとって非

常に価値あるものになったと思います。

例会が終わると、二次会場へいつものように向かい、再び

交流を深めアジア大会アワーが終了しました。
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7月19日（日）　於：鳴門　出席者：メンバー9名

毎年恒例鳴門のマダイ釣り

青木禎一郎

7月19日にクラブのメンバーでマダイ釣りに行ってきま
した。
今回も釣り船は鳴門の「つるぎ」にお世話になりました。
当日は四国・近畿に超大雨をもたらした台風11号通過直
後で出船も危ぶまれましたがなんとか出船できました。で
も海の濁りがひどくて厳しい釣果となりました。
今回もオールルアー（タイラバ）での釣りですので落と
して巻くだけ！
6時に出船して10分で漁場に到着！巻き巻き巻き・・・・
反応なし！
30分くらい経って私に25センチくらいのがつれたので

すがリリースサイズなので放流！和気あ
いあいと半分宴会しながらも真剣に皆巻
き続けるのですが・・・。
10時くらいに安井ワイズに待望のヒッ
ト！無言だったので寝てるかと思ったの
ですが真剣にファイトしてたのでした。
続けて私にもヒット。吉田ワイズもゲッ
トして船中活気がでたのですが後が続きませんでした。
タイはあまりでしたがカサゴは終始釣れていました。
今回も多くの参加ありがとうございました。ウェルクラ
ブからも参加いただけ大変楽しい釣行となりました。皆様
お疲れさまでした。

7月26日（日）於：舞鶴YMCA（舞鶴YMCA国際福祉専門学校）
出席者：メンバー2名

花火大会を舞鶴YMCAで見る会

洪水浩巳

晴天に恵まれ、舞鶴ちゃった祭りに参加してきました。
この企画は、『舞鶴ワイズメンズクラブ設立準備委員会』
が、舞鶴市、舞鶴周辺の友人知人の皆さまに舞鶴YMCAのご
紹介を兼ね、花火大会を一緒に観覧しながら親睦を深める
ために企画されました。
トゥービーワイズメンズクラブからは　小幡Yと私洪水
Yの参加でした。

舞鶴YMCAは国際福祉専門学校として
の施設が充実し、その屋上からの花火大
会観覧は最高の見晴らしと涼しさでVIP
な気分を味わえました。
交通アクセスも京都縦貫道がつながり、
洛西から舞鶴まで1時間半と近くなり、
花火大会の規模も大きいので来年はメン
バー大勢で参加したいと思います。
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7月31日（金）～8月2日（日）　於：ウェスティン都ホテル京都

第26回アジア地域大会

洪水浩巳

京都のアジア地域大会は暑かった！
晴天に恵まれ最高気温を更新する程暑い日となりました
が、約900名のワイズメンが集ったこの大会はもっと熱か
ったです。
宇宙飛行士　毛利衛氏の講演「宇宙からの贈りもの」で

「宇宙からは国境は見えなかった」とのコメントが印象深く、
私が日本での活動しか経験していないワイズメンズクラブ
の世界が一気に世界に広がった大会となりました。
IBC先のタイ・バンコククラブの　ウィッチャンさんと

お会いすることが出来たのは大きな収穫
で、フレンドリーで楽しいおじさんとい
う印象でしたね。
ワイズメンズクラブの世界のつながり
を実感し世界の多くの方と交流出来たこ
とは会長をさせていただいている時期と
重なり大変貴重な体験となりました。
この素晴らしい大会を計画、実行をリードされた実行委
員会の皆様に感謝するとともに、その他のメンバーもこの
大会をサポートし盛り上げたから出来たことと思います。
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第26回アジア地域大会

溝口　誠

ワイズメンズクラブに入って初めてのアジア地域大会参
加、何もかも初体験の連続、怒涛の2日間でした。（3日目は
参加出来なくてすいません。）
IBCのバンコククラブWICHIANさんとTIRAPANさんに
お会いすることができ、TIRAPANさんの国連勤務時代の同
僚、東京山手クラブ浅羽さんの通訳のおかげで楽しい時間
が過ごせました。TOBEクラブの英語版ブリテンを読んで
頂いていて、また送ってねとリクエストもらいました。
AP NIGHTで偶然同席になった武蔵野多摩クラブの渡辺
さんと意気投合して、そのIBC香港Tsim Sha Tsuiクラブの

みなさんも交えて盛り上がっていたとこ
ろ、東京山手クラブ浅羽さんとTsim Sha 
Tsuiクラブの浅羽さんが親子であること
が判明。TOBE→バンコク→東京山手→
Tsim Sha Tsui→武蔵野多摩とクラブが輪
になって、いい交流になったその勢いで
二次会に突入。
さらにジェーンズクラブと鹿児島クラブも加わって、
アジア大会でしかありえない貴重な体験となりました。
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フリートーク

メンバー自己紹介

自己紹介・趣味・仕事・はまっている事・Healthy な事

平岩　弘

ブリテン委員会にてフリートーク珠々つなぎ企画が立ち
上がりました！
合同委員会で居合わせた運の良さでトップバッターに抜
擢されてしまいました。
どのようなことを語ればいいのかと申しますとフリート
ーク（自己紹介、趣味、仕事、はまっている事、Healthyな事
など）ということです。そして私には普段どんなことをし
て遊んでいるか？が知りたいとの渡邉ワイズからのお題で
す。
改めて今まで何をして遊んできたか振り返って見ますと
小学生の頃はソフトボールばかりしていました。毎週どこ
かのクラスと試合をしたり、町内対抗試合では優勝も！ま
た嵐山へ釣りもよく出かけました。そうそうSL撮影にもは
まったなぁ。
中学時代は、アコギを初めましたが数曲でつまづき挫折。
高校時代は、ワンダーフォーゲル（ワンゲル）で北山をよく
歩きました。

大学時代から社会人になった1970年
台、スキー、テニス、バイク、車、ヨットと
結構ポパイ族っぽかったです。
27歳の頃ゴルフ好きの上司のもと会社
コンペがはじまり幹事に。それ以来お付
き合い程度にさせて頂いてスコアは105
前後です。
先日、新谷ワイズから「平岩さん、佐野元春に似てるで。」
という嬉しいお言葉をいただき、家族に言うとバカにされ
てしまいました。めげずに「境界線」をカラオケ挑戦したい
と思います。
それと今無性にやりたいのがピアノです。レッスン受け
に行きたいなぁ。タコ釣り連れてって～。
ジャンジャンおしまいです。よくぞここまでお読みいた
だきました。お疲れ様でした。次の投稿者を指名し内容を指
示して下さいとのことですので、城戸ワイズの趣味いつい
てよろしくお願い致します。

松﨑和彦

こんにちは。松﨑です。皆さんもうお気付きのことかと
思いますが、弁護士をしております。
弁護士になってまだ2年目ですが、色々な事件を経験し
てきました。過払い、離婚、相続、結婚式場にまつわるトラ
ブル、刑事事件、、、、と、必死に駆け抜けてきました。そう
いえば、8月1日で独立して丸1年になります。長いようで
短い1年間でした。
弁護士をしていると、よく、「専門は何ですか？」と聞か
れます。しかし、弁護士には、医者と違い、専門はありませ
ん。強いて言えば、より多く取り扱っている分野があるか
な、というくらいです。個人的には、特許とか著作権に関す
る分野を多く扱っていきたいと思っているのですが、なか
なか知的財産に関する事件はありませんね。
そんな弁護士業は、ストレスが溜まりやすい仕事です。
やはり弁護士の皆さんは趣味を持っている方が多いです。
山登りやマラソンという趣味の方もいるのですが、私は、寺
院に行って仏像を見るのが趣味です。「見仏」といいます。
寺院を訪れると、なんともいえないキレイな空気に包まれ、
精神的に「Healthy」になりますよ。

見仏したあとは、御朱印をいただきま
す。今では御朱印を集めるのがブームに
なっているそうですが、私は30年前から
御朱印を集めています。決してブームに
乗って始めたのではありません。当時は
まだ中学生でした。最近では、開山1200
年の高野山に行ってきました。感動です！これで密教の2
大聖地である比叡山と高野山を制覇したのですから。写真
は、その時の御朱印です。右が奥の院、左が金剛峰寺です。
イイね～！
トゥービークラブに入会してまだ半年ということで、ま
だまだ慣れないことばかりですが、みなさん、これからもよ
ろしくお願いします。
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子育て日記 20期 第2号！

１歳をこえて１歩、２歩、３歩と
徐々に立って足が前に出る様になっ
てきました。 もうすぐ歩けるかな？
また、ベビーサインも覚えてきたよ
うで、「ぱいぱい」や「おいしい」
等ができるようになりました。 これ
からどんなことを覚えるのかが楽し
みです。（馬場）

先月で1歳になりました♪最近
は行動範囲も広くなり目を離
すと階段をおちらおちら登る
のでたまにひやっとさせられ
ます。 家族で1歳のお祝いを
しました(*^^*) （吉田）

初めてプールに入りました。
最初は水が冷たくて嫌がっていた
ようにも見えましたが、だんだ
ん慣れてきてお姉ちゃんとも楽し
く遊んでいました。
この夏はたくさん水遊びが出来そ
うです。（渡邉）

・非常に大きい台風が日本列島に来て、各地で被害が出ているようですが、皆さんの回りは大丈夫でしたか？（渡邉）

・ようやく梅雨も明け夏本番です。飲みすぎに注意します。（古田）

・盛りだくさんの原稿が揃いました！来月もお楽しみに！（伊藤）

後 記編 集

8月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞Youth Activities

8月

若者（ユース）に、YMCAやワイズメンズ

クラブについてもっと知ってもらい、

互いに共感や連携のできるプログラムを

推進しましょう。
河合久美子Yサ・ユース事業主任

11日  梅原 功平

会長の独り言

アジア大会で飲み過ぎましたね。
8月は健康例会シリーズです。

8月
1日 徳永 栄治 ・ 吏香 夫妻

12日（水） 第446回 8月第一例会「ウェルネス & TOF例会」京都YMCAマナホール／19:00～21:00

14～15日（金・土） 第2回ビジョン委員会／旅館あたらしや（福井県三方上中郡若狭町常神2-39）

19日（水） 第20期役員会／京都YMCA 19:30～21:00

26日（水） 第447回 8月第二例会「部長公式訪問・ゲストスピーカー例会」ANAクラウンプラザホテル京都／19:00～21:00


