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  「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22章35章～39節

律法の専門家が、イエスを試そうとして尋ねた。「先生、律法の中で、どの掟が最も重
要でしょうか。」
イエスは言われた。「『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神であ
る主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重
要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』

「ファンド事業をもっと積極的におもしろく！ 」
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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

今年はなんといっても洪水会長の他クラブへの斡旋がプラスアルファになる予感です。早4ヶ月が過

ぎなかなか思うように進んでいない中でも洛中クラブ、ウェストクラブ、京都クラブの各クラブ様のご

協力により売上で10万、ファンド益2万程度あがっています。先日パレスのファンド委員長堀様とお会

いでき12月の合同例会では何か合同ファンドができればいいですねと意見の場が持てました。パレス様

のファンド益目標は150万円だそうです。見習いたいものです。

いま計画中としては、若手陶芸家さんの作品で例えば夫婦茶碗や和皿、盛鉢、花瓶などちょっと生活に潤いを持っていた

だけるようなものです。ファンドオークションでは吉田真理ワイズ作品と合わせて芸術家コーナーができるといいですね。

また、奥様への誕生日に花のプレゼントはいかがでしょうか。男一人ではなかなか立ち寄りにくい花屋さんもトゥービーで

注文できる「記念日に！花ファンド」として花束はもちろんアレンジメントやいま人気の半永久に持つプリザーブドフラ

ワーをご予算に応じてお届けできます。

これから寒くなって来ますので「ホット、ほっとする」（Hotto Mottoではありません。）をテーマに季節の旨いものや癒し

系で展開していきます。ファンド委員全員目標に向っていますのでぜひ皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

：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）

ファンド事業委員長
平岩　弘
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10月第一例会「京都トゥービー & 京都トップスワイズメンズクラブ合同例会」

トップス
ワイズメンズクラブ
第 22代会長
河原祥博

村山祥栄

京都トゥービーワイズメンズクラブの皆様へ
京都トップスワイズメンズクラブの今期会長の河原祥博

と申します宜しくお願いします。
先日の合同例会においては楽しくそして親睦深まる時間

を共有させて頂き誠にありとうございます！
さて私は入会してまだ５年目で合同例会も数える位しか

経験がありませんが毎回毎回楽しくて、他のワイズメンと
の出会いの場や西日本区大会や京都部部会ではお見かけは
しましたが、お話し出来てない方々と触れ合って顔見知り
になる良い機会と思います。この様な触れ合いこそワイズ
メンズクラブに入会した醍醐味の1つであり、この機会を大
切にしていきたいと考えます。
人間は決して一人では生きて行けないと思います、周り
にいる方々の助けにより人生を歩んで行きます。

ワイズメンズクラブを通じて今まで面
識のない沢山の方々と知り合えることの
素晴らしさを大切に今期会長主題にも掲
げましたが「地に足を付けて素晴らしい
クラブライフを」を実践していく上で良
い機会の合同例会だったと感じ、この例
会の準備をして頂いた両クラブドライバ
ー委員長、委員の皆様に感謝申し上げま
す。
最後に京都トゥービーワイズメンズクラブのメンバーの
皆さんのご健康とご多幸をお祈りすると共に何処かで私を
見かけられましたら一声お声掛けの程宜しくお願いします。
ps:また したいですね！合同例会！！

10月14日（水）19:00～21:00　於：ウエスティン都ホテル
出席者：メンバー24名

10月第二例会、今最も勢いがあると評判のトップスクラ
ブとの合同例会。
ホームグラウンドのANAクラウンプラザを離れ、東山三

六峰の麓、ウエスティン都ホテルへ。
例会場は老舗都ホテルが誇る葵殿。そこは国賓・公賓の

晩餐会などにも使用されてきた京都を代表する歴史的会場。
これまで数多くの国賓・公賓など、多くのVIPに使用され、

葵殿の山側には京都市文化財（名勝）に登録された庭園と、
道路側からは古都・東山の山並みを窓から望むことができ
る。そんな庭園とも知らずパカパカ御煙草を吸うのがワイ
ズメン(笑)
さらに見どころは京の三大祭をモチーフにしたステンド
グラスや折上格天井に、アンティークなシャンデリアが見
事なわけで、こんなところで飲む酒は格別なわけでありま
す。で、例会はどうだったかって？もう残された紙面がな

いので割愛したいところですが(笑)、
溝口ドライバー委員長率いるドライバ
ー委員会の見事な采配の下、数字当てゲ
ームに大いに盛り上がり親睦を深め、ト
ップスの勢いを肌で感じた、とっても楽
しい例会でございました。但し、うちの
チームは某氏によるクイズの不正行為が
発覚するというおまけつきでした。
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次ページに続く

10月第二例会「振替例会・国際協力募金」

11月1日（日）16:00～20:00　於：京都ホテルオークラ
出席者：メンバー21名

11月1日日曜日、烏丸御池で街頭募金を行いました。

メンバー 8名、小学生発達障がい児野外活動に参加の子

どもたちと、YMCAスタッフ2名の28名で烏丸御池に向か

いましたが、募金場所がオフィス街の為、通行人がかなり少

なかったですけど、みんな大きな声で頑張っていました。

メンバーはサポートに回ってとてもいい活動が出来たとお

もいます。

でも子供達が頑張っていたのでもう少し人通りが多い場

所で出来ていたらなぁと思います。

引き続きオークラホテルにむかい第20回 京都部部会に

出席しました。今回のテーマは癒しの部会、粛々と第一部

が終わり第二部はバイオリンとピアノ

の演奏から始まり、食事時間はゆったり

と時間があり他クラブのメンバーと交

流ができとてもいい部会でした。

安井基晃

城戸誠之

第34回九州部会

10月17日（土）　於：阿蘇プラザホテル
出席者：メンバー1名

10月17日（土）に阿蘇クラブがホストを務める第34回九

州部会（主題 “九州から輝くワイズダム”）が行われました。

ちょうど、申し込みをしようと考えたときに阿蘇山の噴

火が報道され、そもそも部会が無事開催されるのか？と半

信半疑のまま申込をしました。が、蓋を開けてみれば噴煙

が少し上がってはいますが非常に快晴の下、何事もなく無

事盛会に行われ、全国より約140名のワイズメンが阿蘇プ

ラザホテルに集結いたしました。

また、DBCクラブの熊本ジェーンズク

ラブからも金澤会長初め、13名のメンバ

ーが参加されており、西日本区大会やア

ジア大会以来、久々にお会いする方もい

れば初めてお会いする方もたくさんお

られ良い交流の場となりました。

第一部で厳粛に式典が行われ、その後は少し会場を移し

講演を拝聴しました。その際、青空のもと阿蘇山をバック

に熊本YMCA尾ヶ石保育園の園児による虎舞が披露されま

した。演出も非常に阿蘇らしく式典とは一転、和やかな雰

囲気となりました。

そして、講演では阿蘇のカルデラの大地の成り立ちやこ

れからの阿蘇をどうしていくのか等非常に興味深い話を聞

くことができました。

その後は、懇親会まで時間があったため、ホテル屋上の温

泉へ行き阿蘇の雄大な自然を眺めながら癒されました。

懇親会のオープニングでは、また別の赤水保育園の園児

が赤水和太鼓を披露してくれました。その後は、熊本のお

酒や阿蘇の赤牛をはじめ美味しい食事を頂きました。途中、

亀浦ワイズのエルマークロー賞のお祝いもあり大変盛り上

がった九州部会となりました。
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こんにちは。熊本ジェーンズクラブ会長の金澤知徳です。

昨年の京都部会の際は、楽しいDBC交流を企画して頂き、

大変ありがとうございました。特に寺町通りの京都の古い

街並みの散策はとても印象に残っています。お昼に食べた

肉も最高でした。

そして今回は熊本でのDBC交流です。交流とドライバー

の両委員は勿論のこと、皆で無い知恵を絞り出して「A列車

で行こう」にターゲットを据えて準備しました。デューク

エリントンのTake the A-Trainを聴きながら天草のAに届く

海を楽しんでください。小さな2両編成ですが、お洒落な車

両のA列車、もちろんスタンドバー付きです。A列車は40

分ほどで終点「三角（みすみ）」に到着します。三角は昔か

ら天草の島々を結ぶ沢山の小さい船の発着港だけの街です。

そこから昼食会場まで船に乗っていきます。まあ、この頃

には酒も大分進んでいるでしょう。船酔いやら酒酔いやら、

きっと楽しいDBCとなるでしょう。どうぞお楽しみに。

ところで、ジェーンズクラブの活動拠点は熊本市中心部

の「上通り」アーケードモールの中にある上通YMCAです。

英語、韓国語を中心に国際的なコミュニケーションスキル

アップを目指した講座が特徴です。街中にあるため、熊本

市に数か所あるYMCAセンターや学院の広報センターとし

ての役割も、もう一つの特徴でしょう。繁華街の立地を生

かして商栄会の経営者との交流や街ゆく市民へのアピール

とメンバー勧誘も今後の私たちの課題として位置付けてい

ます。是非DBC交流の中に、地域活動の深まりに資するよ

うなTOBEの皆さんの活動をご披露いただければ有難いと

思います。では、熊本でお待ちしています。

熊本でのDBC交流

10月17日（土）に阿蘇クラブがホストを務める第34回九

州部会（主題 “九州から輝くワイズダム”）が行われました。

ちょうど、申し込みをしようと考えたときに阿蘇山の噴

火が報道され、そもそも部会が無事開催されるのか？と半

信半疑のまま申込をしました。が、蓋を開けてみれば噴煙

が少し上がってはいますが非常に快晴の下、何事もなく無

事盛会に行われ、全国より約140名のワイズメンが阿蘇プ

ラザホテルに集結いたしました。

また、DBCクラブの熊本ジェーンズク

ラブからも金澤会長初め、13名のメンバ

ーが参加されており、西日本区大会やア

ジア大会以来、久々にお会いする方もい

れば初めてお会いする方もたくさんお

られ良い交流の場となりました。

第一部で厳粛に式典が行われ、その後は少し会場を移し

講演を拝聴しました。その際、青空のもと阿蘇山をバック

に熊本YMCA尾ヶ石保育園の園児による虎舞が披露されま

した。演出も非常に阿蘇らしく式典とは一転、和やかな雰

囲気となりました。

そして、講演では阿蘇のカルデラの大地の成り立ちやこ

れからの阿蘇をどうしていくのか等非常に興味深い話を聞

くことができました。

その後は、懇親会まで時間があったため、ホテル屋上の温

泉へ行き阿蘇の雄大な自然を眺めながら癒されました。

懇親会のオープニングでは、また別の赤水保育園の園児

が赤水和太鼓を披露してくれました。その後は、熊本のお

酒や阿蘇の赤牛をはじめ美味しい食事を頂きました。途中、

亀浦ワイズのエルマークロー賞のお祝いもあり大変盛り上

がった九州部会となりました。
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伊藤　剛

舞鶴赤れんがハーフマラソン2015

10月11日～12日（日・月）16:00～20:00　於：舞鶴
出席者：メンバー3名

10月12日（月）、舞鶴ワイズメンズクラブ設立準備委員会

（舞鶴YEC）で企画担当させて頂いた「舞鶴赤れんがハーフ

マラソン2015」に出場しました。

マラソン前日には懇親会も開かれ、ゲスト含む15名が参

加。当日はランナー 13名と9名の応援団が集まりました。

トゥービークラブからは、岡本ワイズ、洪水ワイズ、伊藤

の3名がエントリー。マラソン前日、良い雰囲気の赤れん

が倉庫で受付を済ませ、ホテルにチェックイン。17時から

ゲスト・メネットも参加して懇親会が開かれました。

ゲストの中には、元自衛官でヘリのパイロットだったと

いう経歴をお持ちの方もおられ、非常に興味深い話でつい

つい呑みすぎてしまいました。

大会当日は舞鶴YMCAに集合…のはずが、応援団は一人

も現れない。まさかの不安を他所にランナーだけでスター

ト地点に移動。9:30ピストルの音と共にマラソンがスター

トしました。

岡本ワイズと伊藤は抜けきらない前夜のお酒にも負けず

無事に完走！洪水ワイズは初マラソンにして大健闘されま

した！

心配した応援団ですが、やはりそこはワイズメン！きっ

ちり全員揃い「舞鶴YMCA」と「ワイズメンズクラブ」の大

きな幟を持って応援してくださり、YMCAとワイズのアピ

ールにも大きく繋がったと思います。舞鶴赤れんがハーフ

マラソン、また是非来年も走りたいです。皆さんもヘルシ

ーにマラソン始めませんか！

今後も舞鶴ワイズメンズクラブの設立に向けて会議を重

ね、イベントも企画されていきます。皆さんのご協力を宜

しくお願い致します。
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子育て日記 20期 第5号！

親戚の家に遊びに行ったときの事で
す。 お気に入りのおもちゃ（赤い
ロンドンバス）を持って階段にちょ
こっと座り、近くに苦手な犬がいた
にもかかわらず笑顔で「ハイ、チー
ズ！」（渡邉）

今年ははじめてお祭りに参加
しました♪
わっしょい！わっしょい！み
んなで楽しいかったです
(*^^*)
天気も良くみんな顔真っ赤
（一人お酒で顔真っ赤）
（吉田）

10月はハロウィンがあるとい
うことで、ちょっと仮装して
みました～。 どうでしょう？
似合ってますか？
今月は家族そろって咳が止まら
なくなり、ちょっと大変でし
た。 突発性発心による高熱も
あって心配でしたが、治りま
した。 風邪には注意が必要で
すね。（馬場）

・少しづつ紅葉してきました。僕は秋が好きで、食べ物も美味しいですし、太らないようにします。（渡邉）

・秋は何かと行事の多い季節ですね。11月は熊本ジェーンズ訪問、プライベートで宮古島行ってきます。（古田）

・11月は熊本ジェーンズクラブとDBC交流、楽しみです！（伊藤）

後 記編 集

11月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞Public Relations Wellness

11月

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めて、

EMCやクラブの活性化につなげましょう。
加藤信一 広報・情報委員長

会長の独り言

舞鶴ハーフマラソンは残念ながら16.5Kmでタイムアウト(T_T)
でも、京都マラソンに向けて頑張ります！

11月
6日 古田 裕和 ・ 紀美子 夫妻

23日 石井 康史 ・ 雅子 夫妻
22日 馬場 昭宏

11月11日（水）【第451回11月第1例会】大阪なかのしまクラブDBC合同例会　19:00～21:00／ホテルグランヴィア大阪

11月18日（水）【第20期役員会】京都YMCA 19:30～21:00

11月25日（水）【第452回11月第2例会】ビジョンアワー例会　19:00～21:00／ANAクラウンプラザホテル京都


