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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

イザヤ書2章4節

彼らは剣を打ち直して鋤とし槍を打ち直して鎌とする。

国は国に向かって剣を上げずもはや戦うことを学ばない

「京都トゥービーY’sメンズクラブの皆さんへ 」
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伊 藤 　 剛

田 中 和 幸

なかのしまY'sメンズクラブで2015年7月より会長を拝命しております鳥居翠と申します。

『なかのしま』のクラブ紹介を！と大変な宿題をいただいてしまい頭の中が真っ白になってしまいま

した。と申しますのも、私は『なかのしま』始まって以来の不良Y'sで不良会長だからです（えっへ

ん！！）ですが、なかのしまの素敵なところと聞いていただきましたら胸を張って『団結力』と言い切り

ます。

私は次期の会長に…と推していただいたとき不安しかありませんでした。こんな私に勤まるのだろうか？ちゃんと出来

なかったらどれだけたくさんの方々にご迷惑をおかけするんだろう？などなど数え上げたらキリがないほどです。会長と

してお仕事をさせていただいて半年。今、過去の自分に言ってやりたい言葉があります

「絶対大丈夫！なかのしまの団結力半端ないから！」と本当に何もできなくて、あれやりたいこれやりたいと言っている

しかない私の思いつきがあれよあれよという間に形になり実現していくさまはまるでシンデレラが魔法使いさんたちによ

って舞踏会に出席したような不思議さがありました。しかしそれらが全て不思議なことではなく、『なかのしま』が今まで

積み上げてきた人と人とのつながり団結力によってもたらされたものだということを知りました。一年の会長職もあっと

いう間に折り返しました。残りの半年今まで使ってしまったなかのしまの団結力貯金を少しでも戻せるようにY's活動に勤

しみたいと思います。来季は20周年。ぜひ『なかのしま』へお運びいただき、元気をお持ち帰りくださいませ。

：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）

大阪なかのしまクラブ
会長　鳥居　翠
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11月第一例会「京都トゥービークラブ・大阪なかのしまクラブ　DBC例会報告」

大阪なかのしまクラブ
プログラム委員長
吉田由美

徳永栄治

次ページに続く

美しい晩秋のひと時、11月11日のグランヴィア大阪で行
われた京都トゥービークラブと大阪なかのしまクラブの
DBC例会は、心を逸にするワイズメン44人が集い、親しみ、
楽しみ、素晴らしい例会となりました。
貴クラブは数多い京都部に所属するクラブの中でも、最

も洗練されて紳士的なクラブと感じるのは、私だけではな
いと思います。なかのしまのマダム達はトゥービークラブ
とのDBCを誇りに感じている方が多いのではないでしょう
か。充実したパワフルな活動を繰り広げておられるトゥー
ビークラブには見習う事が多く、時々見せて頂くfacebook
からはその楽しさを身近に感じさせてくれます。
ワイズの精神である相互理解と敬愛の思いに基づいて行
われる活動。きめ細かな奉仕活動を通じてリーダーシップ
を開発し提供されている事が伝わってきます。
1997年7月チャーターの京都トゥービークラブと、1997

年2月チャーターの大阪なかのしまクラ
ブは共に2017年20周年を迎えます。貴
クラブの今までの20年を振り返ると、今
後は更に素晴らしい発展を遂げる事と予
想し、目が離せない状態です。私達に勇
気と元気を与えて下さる事を確信してい
ます。
今回の『謎解きゲーム』楽しんで頂け
ましたでしょうか？実は私達は予行演習を事前に行ってお
りました。でも実際の例会では、京都トゥービークラブの
若く柔らかい頭脳に助けられ、各テーブルとも前回よりも
遥かに早くスムーズに謎を解く事が出来ました。
洪水会長の主題『ココロとカラダを健康に！ 元気な
TOBEになろう！』通りの京都トゥービークラブの更なる
発展と魅力的な活動を、楽しみに注目させていただきます。

11月11日（水）19:00～21:00　於：ホテルグランヴィア大阪
出席者：メンバー24名

ホテルグランヴィア大阪で、開会点鐘の後、ワイズソング
斉唱・聖句朗読で始まりました。
なかのしまさんのワイズソング斉唱は普段は英語バージ
ョンだそうで、私達もこちらをマスターしたいですね。ま
ったく歌えないというのもいかがなものかなぁと思います。

また、我がTOBEクラブでは通常、聖句朗
読をしていませんので新鮮でした。
聖句は「あなたがたは世の光である。
山の上にある町は隠れることができない。
（マタイによる福音書5章14節）」でした。
メインプログラムは交流謎解きゲーム
で、「ある飛行機からの脱出」でした。頑張って考えると何

とかなるというぐらいの問題を解いて行くと最終的な答え
（飛行機からの脱出用のパラシュート）が得られるというも
のです。テーブル対抗で争ったのですが、「烏龍茶！」（答え
の1つ）と大きな声が聞こえてきたり、封筒に問題がいくつ
か入ったままなのに気付かなかったり、最初に流れたビデ

オのことをすっかり忘れていたりと、大変でした。個々も
大切ですが、隅々というか全体の把握が大切ですね。ちな
みに私のテーブルが1位でした！！
両クラブとも20周年が近づいてきて盛り上がってきてい
るようなので、来年の合同例会も楽しみです。
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11月第二例会「ビジョンアワー例会」

11月25日（水）19:00～21:00　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者：メンバー26名

11月25日にビジョンアワー例会が行われました。TOBE

クラブ20周年が近いということで、これからのクラブをど

うして行くかを考える例会でした。

例のごとく、メインプログラムの前は食事の時間でした。

最近、ANAクラウンプラザホテルの料理長が新しく就任し

たということで、当日の食事は料理長にお任せでした。で

すので、どのような食事が出るのか非常に楽しみにしてい

ました。

結果は、今までの料理よりも美味しくなっていたと思い

ます。見た目もきれいに工夫されていて、料理長の気合い

を感じさせるものでした。皆さんはどうお感じになったで

しょうか。

さて、メインプログラムですが、冒頭いきなりビジョン委

員の打ち合わせが始まるというハプニ

ング（？）がありましたが、古田ビジョ

ン委員長などが壇上に上がり、20周年に

向けての思いをぶつけていました。

青木次々期会長からは、20周年記念例

会を盛大にやりたい！300人集めたい！

との頼もしいコメントがありました。

また、この例会で吉田ワイズが20周年記念実行委員長に

内定するなど、充実した例会でした。20周年に向けてクラ

ブ全員参加で行こうということになり、一体感が増したの

ではないでしょうか。最後に、10周年時の会長だった山内

ワイズから、当時のお話があり、興味深く聞くことができま

した。

20周年に向けて、クラブの人数をもっと増やしたいです

ね。盛大にやりましょう！

松﨑和彦
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「薪作りワーク」

11月15日（日）　於：吉田木工　出席者：メンバー8名

子育て日記等でブリテンに出番の多い吉田です。（笑）
今回も喜んで書いています！（笑）
11月15日（日）毎年恒例になりました薪作りワークが行

われました。前日雨で天候が心配されましたが何とか天気
も回復し今年も沢山の薪を作ることが出来ました。
参加は青木委員長を筆頭に平岩、山内、田中、安井（弟）、

安井コメ、溝口、吉田の8名でした。
この事業は私が会長の時から始めたワークで、リトリー

トセンターでキャンプファイヤーをする時や、キャンプの
際の調理用の薪として使用されています。キャンプファイ
ヤーでは、沢山の子供たちの思い出になっているようです。
以前リトリートセンターではお金を払って薪を購入され

ていたところですが、トゥービーには木を扱う職業の方が

多いことから、造園屋さん、材木屋さん
等で出る廃材や間伐材、雑木などから薪
となる材を提供して頂きメンバーで薪
を作っているといった経緯にです。一
言で薪作りと言ってもなかなかの重労
働で、チェーンソーで木を薪の長さに切
り、運び、割って、縄で縛って積み上げ
ていく、単純な作業ですが結構大変な作業です。大変です
が私は例会以外でメンバーと一緒に汗をかけるこんなワー
クが結構好きです。
色んな事業を継続できるのも少しでも参加してくれるメ
ンバーがあったり、またその期の委員長のお陰だと思いま
す。継続は力なり！今後も一名でも多く、楽しく色んな事
業に取り組んでいけたらと思います。
自己研鑚…自己研鑚…♪　お疲れ様でした！！

吉田真理

「オータムフェスタ報告」

11月22日（日）　於：リトリートセンター　出席者：メンバー9名

「わたしは、きのうリトリートセンタ
ーにいってきました。とってもとって
もたのしくってゆめのようでした。ま
たいってみたいです。いちばんたのし
かったことは、みんなでかわいいわがし
をつくれたのでよかったです。」

これは、あるお子様がオータムフェスタのことを書いた
日記です。
11月22日リトリートセンターにYMCA活動参加会員、専

門学校日本語科学生、一般の方など、合わせて200名を迎え、
オータムフェスタは開催されました。14ワイズメンクラブ
による食べ物屋台、ステージ、バザー、綱引きなど、盛りだ
くさんの内容で紅葉したメタセコイヤのもと、人と人との
交流、交流による笑顔をたくさん見ることができました。
わがトゥービークラブからは、串カツ屋台を出店いただき、
フェスタを盛り上げていただきました。
ありがとうございます。
オータムフェスタは「リトリートセンターの有効活用、財

政健全化と利用促進、広報手段として各ワイズの協力を頂

き収益を上げる」ことを目的として今回
で15回目を迎えることができました。
現在、ワイズメンをはじめとするYMCA
会員中心のイベントですが、今後、一般
の方にもっと来ていただくイベントに
するか、より会員交流をはかるイベント
にするかなど、検討をしていきます。よ
り多くのみなさんに楽しんでいただくことができるイベン
トになるよう、ぜひ、トゥービーのみなさんからも、ご意見
をいただけると幸いです。

藤尾　実
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次ページに続く

熊本訪問記2015

小幡　弘

楽しかった～本当に楽しかった！今回の熊本ジェーンズ訪

問。心配された悪天気も雨どころか快晴！しかも夏日。日

頃の善行のお蔭に違いない！

さてトゥービークラブからは新幹線組5名、飛行機組2名

というメンバーでの訪熊（ちょっと寂しい…）新幹線組は

早朝から新大阪に集合し、呑む気満々駅弁とビール、日本酒

にバーボンをぶら提げ乗車した。

乗車時間3時間20分は大盛上りで車掌さんに注意される

事も無く、あっという間に熊本到着。改札口前はいつもの

ジェーンズの皆さんの笑顔の歓待。（恒例の山田ワイズの仮

装は有りませんでした。残念）早速車に分乗し花岡山へ。

花岡山と言えば熊本バンド結成の跡地が有る。熊本ジェー

ンズ命名の由来であるアメリカ人教師のLLジェーンズ氏率

いる熊本バンド（当時は花岡山バンドと呼ばれていたらし

い）であり大河ドラマ「八重の桜」でも登場した同志社英学

校設立への元となった若者たちが集会を行った場所である。

花岡山には西南戦争で薩摩軍が熊本城に向け設置した砲台

跡も有る。歴史ロマンに浸りつつお待ちかね昼食会場へ。

絶品の焼肉で満腹状態、しかも血中アルコール濃度も高く

なったまま田原坂に向かった。田原坂といえば詩吟でも有

名な西南戦争の古戦場。まさに熊本の歴

史探訪である。

その後ジェーンズの清田ワイズの「清田

ファームみかん園」にて飛行機組と合流。

飛行機組も昼食時にかなり呑んだらしく

良い調子である。みかん狩り体験もさせて頂き網一杯のみ

かんのお土産付き。ホテルチェックイン後DBC交流例会

である。例会では特別ゲストの留学生2名によるスピーチ。

そして国際ユースボランティア2名による活動報告会。ジ

ェーンズクラブさんと熊本YMCAの深い関わりを感じさ

せられた時間でした。

洪水会長の乾杯後会場は宴会状態に突入。酔いが深まりだ

した頃ジェーンズクラブYワイズが珍妙な芸を披露。和田

アキ子に扮し、「安心して下さい。穿いてますよ。」ネタ？？

一同ドン引きの後、カラオケ大会。洪水会長の十八番「2億

4千万の瞳」で会場は一気にヒートアップし、その勢いで2

次会、3次会に流れ込む。小生も最後のあたりは記憶飛ん

でしまった。Fワイズのラーメンに山のようなふりかけと

爪楊枝をトッピングしたらし…ゴメンナサイ～（FB画像参

照）

気を取り直し2日目も快晴。熊本駅から「A列車で行こう1

号」にて三角駅までの移動。

ななつ星in九州のようなレトロな車両でバーカウンターも

有れば、有明の海を眺めつつ、同名のジャズが流れる、お洒

落な列車の旅の筈が、やはり宴会状態ではBGMは聞こえな

い。やっぱり…

三角の港からクルージング。天草の島々を巡るツアーで海

風が心地良くお酒が進む進む。

ただ約1名、釣好きな割に船に弱いトゥービークラブYワ

イズの様子が変。口数少なく涙目に生あくび。危なっかし

い状態ではあるが無事上陸し昼食会場の天草渚亭に到着。

天草は国内の車エビ養殖日本一との事で料理は海老づく

し！とても美味いし此処でも日本酒が進む進む…(^o^)

仕上げは渚亭の露天風呂でほっこり。ただ何と海岸から露

天風呂は丸見え状態。正にサービスカット付。

さて帰路につく筈がお馴染みのトゥービークラブYワイズ、

携帯電話を忘れたらしくバスは足止め。

ホンマにもう～ (―_―)!!

バスの車中はやっぱり大騒ぎ。YワイズもジェーンズUワ

イズの親愛の証しである洗礼を受けご機嫌な様子。最後に

持ち切れない程のお土産も頂き本当に言葉では言い表せな

い程の感謝感謝です。

これぞジェーンズクラブさんの真骨頂といえるおもてなし

の数々、本当に有難う御座いました！

2016年11月12日（土）は熊本ジェーンズクラブ30周年

記念例会です。是非もっともっと多くのメンバーでお祝い

に駆け付けたいと思います。

PS．何か飲んでばかりの長々と取り留めの無い原稿で申し

訳ありませんでしたm(__)mお許し下さい。



Bulletin 2015 DECEMBER 6

楽しかった～本当に楽しかった！今回の熊本ジェーンズ訪

問。心配された悪天気も雨どころか快晴！しかも夏日。日

頃の善行のお蔭に違いない！

さてトゥービークラブからは新幹線組5名、飛行機組2名

というメンバーでの訪熊（ちょっと寂しい…）新幹線組は

早朝から新大阪に集合し、呑む気満々駅弁とビール、日本酒

にバーボンをぶら提げ乗車した。

乗車時間3時間20分は大盛上りで車掌さんに注意される

事も無く、あっという間に熊本到着。改札口前はいつもの

ジェーンズの皆さんの笑顔の歓待。（恒例の山田ワイズの仮

装は有りませんでした。残念）早速車に分乗し花岡山へ。

花岡山と言えば熊本バンド結成の跡地が有る。熊本ジェー

ンズ命名の由来であるアメリカ人教師のLLジェーンズ氏率

いる熊本バンド（当時は花岡山バンドと呼ばれていたらし

い）であり大河ドラマ「八重の桜」でも登場した同志社英学

校設立への元となった若者たちが集会を行った場所である。

花岡山には西南戦争で薩摩軍が熊本城に向け設置した砲台

跡も有る。歴史ロマンに浸りつつお待ちかね昼食会場へ。

絶品の焼肉で満腹状態、しかも血中アルコール濃度も高く

なったまま田原坂に向かった。田原坂といえば詩吟でも有

名な西南戦争の古戦場。まさに熊本の歴

史探訪である。

その後ジェーンズの清田ワイズの「清田

ファームみかん園」にて飛行機組と合流。

飛行機組も昼食時にかなり呑んだらしく

良い調子である。みかん狩り体験もさせて頂き網一杯のみ

かんのお土産付き。ホテルチェックイン後DBC交流例会

である。例会では特別ゲストの留学生2名によるスピーチ。

そして国際ユースボランティア2名による活動報告会。ジ

ェーンズクラブさんと熊本YMCAの深い関わりを感じさ

せられた時間でした。

洪水会長の乾杯後会場は宴会状態に突入。酔いが深まりだ

した頃ジェーンズクラブYワイズが珍妙な芸を披露。和田

アキ子に扮し、「安心して下さい。穿いてますよ。」ネタ？？

一同ドン引きの後、カラオケ大会。洪水会長の十八番「2億

4千万の瞳」で会場は一気にヒートアップし、その勢いで2

次会、3次会に流れ込む。小生も最後のあたりは記憶飛ん

でしまった。Fワイズのラーメンに山のようなふりかけと

爪楊枝をトッピングしたらし…ゴメンナサイ～（FB画像参

照）

気を取り直し2日目も快晴。熊本駅から「A列車で行こう1

号」にて三角駅までの移動。

ななつ星in九州のようなレトロな車両でバーカウンターも

有れば、有明の海を眺めつつ、同名のジャズが流れる、お洒

落な列車の旅の筈が、やはり宴会状態ではBGMは聞こえな

い。やっぱり…

三角の港からクルージング。天草の島々を巡るツアーで海

風が心地良くお酒が進む進む。

ただ約1名、釣好きな割に船に弱いトゥービークラブYワ

イズの様子が変。口数少なく涙目に生あくび。危なっかし

い状態ではあるが無事上陸し昼食会場の天草渚亭に到着。

天草は国内の車エビ養殖日本一との事で料理は海老づく

し！とても美味いし此処でも日本酒が進む進む…(^o^)

仕上げは渚亭の露天風呂でほっこり。ただ何と海岸から露

天風呂は丸見え状態。正にサービスカット付。

さて帰路につく筈がお馴染みのトゥービークラブYワイズ、

携帯電話を忘れたらしくバスは足止め。

ホンマにもう～ (―_―)!!

バスの車中はやっぱり大騒ぎ。YワイズもジェーンズUワ

イズの親愛の証しである洗礼を受けご機嫌な様子。最後に

持ち切れない程のお土産も頂き本当に言葉では言い表せな

い程の感謝感謝です。

これぞジェーンズクラブさんの真骨頂といえるおもてなし

の数々、本当に有難う御座いました！

2016年11月12日（土）は熊本ジェーンズクラブ30周年

記念例会です。是非もっともっと多くのメンバーでお祝い

に駆け付けたいと思います。

PS．何か飲んでばかりの長々と取り留めの無い原稿で申し

訳ありませんでしたm(__)mお許し下さい。
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フリートーク

会長に選ばれちゃいましたね！心境をどうぞ！

青木禎一郎

皆さんこんにちは。青木です。数珠つなぎトークとして上

記お題で回ってきました。

では、9月1日の裏選考委員会について少し。当日は会長選

考委員会が開催されるとの事でしたので、吉田さん、古田さ

ん、国松さん、田中さん、若井さん、私で裏選考委員会が厳

かに行われました。

ご存知の通りビールが大好きでいつもすぐに酔ってしまう

のですが、酒が全くすすまず、鱧も喉を通りませんでした。

今思えば結構緊張してたんでしょうねw

10時くらいに水野委員長より入電があり会長に指名とい

うことで謹んで受けさせていただきました。

20周年の会長ということで若干の緊張が始まってますが、

メンバーの方々、選考委員の方々、現会長、次期会長みんな

でお祝いできる年にしたいです。

会長主題ではないですが、20周年は大き

な節目でもありますので派手に！ミーハ

ーに！トゥービーらしい1年になるよう

準備していきますのでご協力よろしくお願い致します。

休会の方は復帰、都合で退会された方も復帰、病気になって

しまった方も復帰。

20年間のトゥービークラブで次々期を迎えたいです。

最後になりますが20周年に向けたビジョンが大切だと思

います。今後実行委員会等が発足すると思いますが出来る

限り参加してください。宜しくです。

次は木村ワイズでお願いします。

「保険会社」って？

安井裕勝

いつもお世話になっております。梅原ワイズのご指名でお

話をさせて頂きます。

「保険会社って」の質問ですが！損害保険代理店とは、保険

会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約

を締結する権限が与えられているお仕事です。困った時は

すぐに相談して頂き、保険は難しいことだらけですから、と

ても心強い仕事と思っております。保険金支払いの手続き

をしてる時が「やってて良かった」と思う喜びの瞬間です。

「得意分野とかありますの？」の質問ですが、生命保険が得

意ですかね。

美容師、工務店のお仕事を経て今に至りますが基本的には、

人との関わりを大切にする仕事に携わっ

てきました。子供が将来したい仕事とし

て選択肢になる様頑張っていきたいと思

ってます。

｛受けて忘れず、施して語らず｝が私の信条です。

京都トゥービーワイズメンズクラブで得た人間関係の輪を

大切にしていきたいですね。　

最後になりましたが、皆様が健康で長生きされる事を心よ

り願っております。

次は岡本ワイズでお願いします。
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子育て日記 20期 第6号！

1歳6ヶ月になりました。 絵本を読
んでもらってはリズムをとったり、
内容に合わせて体を動かします。
（渡邉）

先日、初香の誕生日をみんな
でお祝いしました。
初めてのケーキに大満足でし
た（＾＾）
あ。前髪切りすぎたのは僕のせ
いです（笑）（吉田）

今月はお姉ちゃんと一緒に、
七五三のお参りに行って、写
真撮ってもらいました(⌒∇⌒)
可愛く撮れてますか？
お参りは北野天満宮へ行って来
ました。 美味しいものも食べ
れたし満足です。（馬場）

・ウィルス性の風邪がはやっています。我が家は全員ダウンしました。皆さんご注意を！（渡邉）

・紅葉シーズンも真っ最中、それにしても近所歩いてるのは外国人だらけ。（古田）

・パレスクラブさんとの合同例会が楽しみです！（伊藤）

後 記編 集

12月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞EMC-E　YES

12月

Eの前にM（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れてきてもらったように、仲間を連れてきましょう。

ドロップの前に1人が1人を連れて来る工夫。YES献金は新規クラブ設立資金です。

小野勅紘EMC事業主任

会長の独り言

この12月で今期も半分終わろうとしています、メンバーが増えそうなので
後半戦もどんどんゲストさんをお呼びしましょう！

12月
19日 山内　哲 ・ 紀子 夫妻

19日 齋藤幸秀 ・ ルミ 夫妻

22日 松﨑和彦 ・ 安子 夫妻

 2日 溝口　誠

18日 古田裕和

23日 木村　務

12月  4日（金）［EMC］EMCの小部屋／田中ワイズ宅 19:30～

12月  9日（水）【第453回12月第1例会】京都パレスクラブ合同例会／ブライトンホテル京都

12月23日（水）【第454回12月第2例会】京都ZEROクラブ合同クリスマス例会／ANAクラウンプラザホテル京都


