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  「LOVE AGAIN」～愛のある言動で人はつながる～
"Let us walk in the Light - together."　“国境なき友情”

"Respect Y's Movement"　“ともに、光の中を歩こう”

“2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」”"Healthy mind & healthy body make healthy club "　

“All Hands on Deck！”
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今月の聖句

フィリピの信徒への手紙4章6節

どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を
込めて祈りと願いをささげ、求めているものを神に打ち明けなさ
い。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和が、あなたがた
の心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。

「LOVE　AGAIN」
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青木禎一郎

溝 口　　誠

小 幡　　弘

水 野 充 弘

馬 場 昭 宏

新 谷 嘉 啓

みなさんこんにちは第22期会長に就任いたしました青木です。

私の主題は「LOVE AGAIN」です。

この言葉の指す意味は私がこうやって会長になるまでに支えてくれた家族やメンバー、友人にもう

一度感謝し、これから出会うであろう方々にも愛情を持って接していきたいとの想いと、それを忘れ

ずにいたいということから主題を決めました。

今期は20周年期ということもあり、大変メンバーやその家族にも迷惑をかけてしまうと思います。

でも、大きな目標を持って一年間全力でやりきりますので、皆さんついてきてください。

「青木丸」は出航しますと魚が釣れるまで帰りません、この一年が終わった時には一番大きな魚が釣れていることを想像

して楽しんでいきたいと思います。

では‥出発！！

：青木禎一郎
：Henry Grindheim（ノルウェー）

：Tung Ming Hsiao（台湾）

：大野　勉（神戸ポート）

：竹園憲二（京都ZERO）

第 22期会長
青木禎一郎
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6月第一例会「20周年アワー例会」

6月14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22名

桶谷雄一

6月第二例会「引継例会」

6月25日（日）18:00～21:00　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者:メンバー27名・ゲスト3名・メネット10名・コメット9名

徳永栄治

6月の第一例会は、私事ですが初めて司会進行役をさせて

いただきました。事前に台本を用意していただき順次進行

に沿って読むだけの作業でしたが、手の平からは汗が出過

ぎて大変緊張しました！これからも頑張りますので皆様よ

ろしくお願いします！

今回の例会は、まず部屋に入ると目を引いたのは、席の並

べ方と高級そうな弁当？そして沢山のクマモンでした！

何故この様な向かい合わせのテーブルセッティングなん

だろう、女性が沢山来られるのかな？っとちょっと期待し

てましたが、いざ始まると、特にダンディーなオジサマ方が

勢揃い（笑）しかも、ゲストは一人も参加されてませんでし

た。(泣)

本題に入り、今回の20周年記念事業に

ついて考えるをテーマにお互い意見交

換する場面になると、皆様の物凄い思い

入れが感じられる例会でした！

まだまだ、意味が把握出来ない事ばか

りですが、少しずつでもお役に立てる様

に頑張ります！

月に2回の贅沢な食事も、本当に感謝で今回の和食弁当も

目がひっくり返るくらいの美味しさも例会の楽しみのひと

つですね！

何故かMADE IN USA の、くまモンのコインケース「くま

っコイン」大切に使わせていただきます！西日本区大会ご

苦労様でした！

2017年6月25日（日）ANAクラウンプラザホテル朱雀の

間で開催されました。

TOBEサクセションのボーカル新谷ワイズの弾き語りの

ワイズソングで始まりました。ゲストの方・メネット・コ

メットの出席が多数あり、にぎやかでよかったです。やは

りこれぐらいの人数がいるといいですね。

私のコメット（小5、女子）の食事はミニコースだったの

ですが、とても美味しかったそうです。私はこれを食べた

わけではないのですが、私のより何だか美味しそうでした。

またこれぐらいの年齢の女子だからか、

デザートが小さなケーキやプリンなど

で、こういうのがうれしいみたいです。

食事が一段落したぐらいからTOBEサ

クセションの演奏があったのですが、衣

装もブラッシュアップされてて、また場

数を踏んだためか、それらしくなってきましたね（私が言う

ものどうかと思いますが）。「クラブ会長主題「update」レベ

ルアップの一年に」のファイナルにはピッタリでした。楽

しい引継例会でした。

安井会長、1年間お疲れさまでした。
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村澤功三

「YMCAサービス事業委員会・リトセン夏季準備ワーク」

6月25日（日）　於：リトリートセンター
出席者：メンバー6名

トゥービークラブはリトセンの薪補給をここ数年来続け

ています。

そこで今期は、6月25日がリトセン夏季準備ワークなの

ですが、一緒に行うと他クラブの作業の邪魔になるという

配慮をして前日の24日に行うことになりました。

9時に京北の吉田ワイズ木工所に、青木会長・吉田ワイズ

･田中ワイズ･新谷ワイズ･桶谷ワイズが集合いただき、木工

所と会長保管の薪を会長所有の2tダンプ一杯に積み込んで

いただきました。

午前中に完了し、青木会長と吉田ワイズには、リトセンま

で薪を搬送していただきました。

引続き、田中ワイズと新谷ワイズと桶谷ワイズには、薪割

り機のキャスタ取付けと整備を行っていただきました。

さて、リトセン班の宮田ワイズと私は、13時に到着し少

し待っているうちに薪を満載した2tダンプがやってきまし

た。早速、薪がダンプから降ろされ、4人

で薪小屋に運び入れました。

多少蒸暑かったですが、曇り空でワー

ク日和という一日でした。

途中休憩を挟み、水分の補給とモチベ

ーションアップになる雑談に和みました。

この一寸の間でしたがトゥービークラブの居心地がよい理

由を垣間見た見たように思いました。15時に作業が無事完

了しました。

明日は25日9時30分からリトセン夏季準備ワーク、18時

から引継例会が行われますので、今日の慰労会は各自お済

ましいただくということで、残念ながら現地解散となりま

した。お疲れさまでございました。

ご参加いただきましたメンバーの皆さま、Yサ事業にご協

力いただき有難うございました。

今期のYサ事業を引続きよろしくお願いいたします。
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岡本就介

「西日本区大会報告」

6月10・11日（土・日）　於：熊本
出席者：メンバー8名

日本区が東西に分割され、第一回の西日本区大会が開催

されたのは1997-1998年度。トゥービークラブはまさにこ

の年にチャーターしました。そして記念すべき第20回大会

が6月10・11の両日、熊本県にて開催されました。

新しい期のスタートを目前に控えた2016年4月14日、熊

本を襲った巨大地震。たび重なる余震に市民の心の拠り所

の熊本城は大きく崩れ、街も人も多大な被害を受けました。

被災のため熊本市内に使用可能な会館はなく、熊本市内か

ら25km離れた菊池市文化会館で第1日目のプログラムを行

い、懇親会の行われるホテル日航熊本まで700人以上が大

移動するという困難なプランでしたが、岩本理事の強力な

リーダーシップのもと、熊本にしクラブを中心に在熊全ク

ラブが一致団結し、全国のワイズメンの

協力もあって素晴らしい大会をプロデ

ュースされました。

冒頭のバナーセレモニーではびっしり

と在京全クラブの会長が壇上に並びます。

その中でひときわ輝く安井会長の勇姿！

そして初日夜と翌日大会終了後らは熊本ジェーンズさん

とのDBC交流会。大会運営やIBCのお世話など大変な忙し

さであったにも関わらず、熊本らしさが全開の心暖まるお

もてなしをしていただきました。

区大会は全国から多くのワイズメンが集まり、旧交を温

め、また新しい友を作れる素敵なイベントです。来年は近

くの神戸での開催です。ぜひ参加をお奨めします。

竹中重治

新メンバー紹介！

この度、TOBEに入会いたしました竹中重治です。

私は，京都の木屋町で生まれ、現在に至るまで、ずっと京

都に住んでいます。今はなき立誠小学校（木屋町にあった

小学校です。）に通った後、同志社中学、同志社高校、同志社

大学、同志社大学法科大学院へと進学し、現在は，三条東洞

院にて弁護士をしています。

YMCAとは縁があり、私は、3歳から10歳まで、YMCAの

スイミングスクールに通っていました。そこでのちょっと

した自慢をさせてください。YMCAのスイミングスクール

は、ワッペンによってランク付けがされており、一番上のワ

ッペンがイルカのワッペンなのですが、

私、最年少記録でイルカのワッペンを手

に入れることができました（現在も最年

少記録なのか、そもそもそのようなワッ

ペン制度が継続されているのかは分かり

ませんが…。）。この前，20年以上振りに

YMCAのプールを拝見し、少し感傷に浸ってしまいました。

よく分からない自己紹介になってしまいましたが、皆様、

どうぞよろしくお願いいたします。


