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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

コヘレトの言葉　3章1節

「何事にも時があり
　天の下の出来事にはすべて定められた時がある」

「20 周年記念事業を皆で成功させよう！」

■10月例会出席　
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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

こんにちは、会長の青木です。今日は20周年記念例会でも発表した「20周年記念事業」について少
し話したいと思います。
これはトゥービークラブが周年期毎に行っている事業の事なのですが、今回は「リトセンが自立採
算運営できる」ように何か作りたいということで2年前から藤尾主事と相談し、現状必要になりつつ
あるバーベキューコンロの増設をすることに決定しました。
一言でバーベキューコンロといっても、せっかく記念で作るのですから「トゥービーらしいカッコ
よくて良いものを作ろう！」と言うメンバーの声もあり計画がはじまりました。
まず設計ですが、渡邉ワイズが設計士ですのでお願いし、何度もリトセンに足を運んでいただき、現場の辻中さんとも施
工場所・要望等擦り合わせもして素晴らしい図面を作成いただきました。
次に予算組ですが、そこは工務店の棟梁でもある安井ワイズにご協力いただき工程や工種まで計画してもらって予算組
みをいたしました。
そして現在、施工直前を迎えています、土間や建屋はなかなか素人では出来ないので安井ワイズに仕切っていただきま
すが、コンロの作成は指導があれば私たちでも施工できるということで「ALL TOBE」で協力して良いものを作って行きた
いと思います。
そして事業にあたって一番大切なことが「皆で協力して成功させる」ということだと私は思いますし、少しの時間でも、
また賑やかしに来ることも重要だと思います。今回の事業でバーベキューコンロは一生残りますが、皆で作るという思い
出は参加して体験することでしか得られません。プライスレスな時間を皆で共有して自分たちのクラブライフを楽しいも
のにして欲しいと思います。
ぜひ「ALL TOBE」で！

：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）

会長 青木禎一郎
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10月第一例会「京都部部長公式訪問・入会式」

10月11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24名・ゲスト1名・ビジター4名

山内　哲

10月第二例会「ゲストスピーカー佐藤正久ワイズ」

10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25名・ゲスト7名・メネット1名

溝口　誠

さて今回の例会は、必ず年に一度は恒例の「部長公式訪

問」。竹園部長はじめ合田Yサ主査、塚本EMC主査、そして

高倉事務局長の4名さまを京都部からお招きして開催され

ました。例年なら、お越し頂いた部長や主査のみのご挨拶

や事業方針のご説明というのが一般的でありましたが、今

年はスクリーンに各主査が順番に登場してプレゼンすると

いうスタイルで、今期の京都部キャビネットの新しいこと

に挑戦しようというモチベーションがよく感じとれました。

もうひとつの嬉しい事は、今期始めての「入会式」であり

ます。プロカメラマンの山口真一さん、もう10年以上も前

から、クラブのイベント等の際には記念写真や記録写真の

際のカメラマンとしてお世話になってきましたが、今回、満

を持して、クラブのメンバーとなられま

した。彼について想うこと、それは彼に

特別に撮ってもらった集合写真はいつ

も、被写体のみんなの表情が非常にすば

らしく写っているということ、他の普通

の人が撮った写真とは全然違っているということです。一

体どういうテクニックがあるのかと、いつも彼に撮っても

らうときには注意深く観察しているのですが、まったく自

然体で、未だにその謎は解けません。若いときからのカメ

ラ好きの僕としても、やっとメンバーとして迎えた山口ワ

イズとさらに親しくなって、さらに彼のプロの技を観察で

きるのだと考えると嬉しくなります。新しいメンバーが増

えるって、すばらしいですね。

10月第2例会はメンバースピーチ。佐藤正久ワイズの講

演でした。

テーマは「日本安全保障最前線～日本を取り巻く最新国

際情勢を語る」今期最も硬派なプログラムではないでしょ

うか。我が国を取り巻く国際環境が一段と緊迫する中での

このテーマ、自衛隊時代から現在まで長い間日本の安全保

障を最前線で担ってこられた佐藤ワイズにしか語れない、

熱くて内容の濃い、意義深い講演です。

例会告知を始めた後に解散総選挙が

決まり、予定通り例会スピーチが行われ

るかどうか危惧されましたが「大丈夫で

す。必ずやります。」と言って頂いた心

意気に感謝です。

外務副大臣という職務上、公務以外で東京を空けること

は難しいとのことで、この例会のためだけに入洛、閉会前に

退席帰京というタイトスケージュール。

次ページに続く

短い時間でしたが、普段私たちが何気なく暮らしている

日常を守るために、見えないところで日夜汗をかいている

多くの人達がいることを肌で感じることができました。

今日の平和で楽しい一日に感謝しつつ、この平和が明日

も続く保証はどこにも無いという現実から目をそらさない

ことが大切なのだと感じました。
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宮田雄輔

熊本震災復興の募金活動

10月14日（土）
於：京都タワー前　出席者:メンバー5名

曇り空の中、京都タワー前で熊本震災復興の募金活動を

行いました。青木会長のコメット二人の元気良い声かけも

あり、13,194円集まりました。

10月第2例会はメンバースピーチ。佐藤正久ワイズの講

演でした。

テーマは「日本安全保障最前線～日本を取り巻く最新国

際情勢を語る」今期最も硬派なプログラムではないでしょ

うか。我が国を取り巻く国際環境が一段と緊迫する中での

このテーマ、自衛隊時代から現在まで長い間日本の安全保

障を最前線で担ってこられた佐藤ワイズにしか語れない、

熱くて内容の濃い、意義深い講演です。

例会告知を始めた後に解散総選挙が

決まり、予定通り例会スピーチが行われ

るかどうか危惧されましたが「大丈夫で

す。必ずやります。」と言って頂いた心

意気に感謝です。

外務副大臣という職務上、公務以外で東京を空けること

は難しいとのことで、この例会のためだけに入洛、閉会前に

退席帰京というタイトスケージュール。

短い時間でしたが、普段私たちが何気なく暮らしている

日常を守るために、見えないところで日夜汗をかいている

多くの人達がいることを肌で感じることができました。

今日の平和で楽しい一日に感謝しつつ、この平和が明日

も続く保証はどこにも無いという現実から目をそらさない

ことが大切なのだと感じました。

場所柄もあり、海外からの観光客の方

が多かったので日本語以外のアナウンス

が出来ればより効果があったのではと思

いました。

若井克俊

すっかり寒くなり色々と恋しい季節になってきました。

みなさんは、何が恋しいでしょうか？温かい鍋？お酒？

それとも「…」？西京極南大入町の？私はもちろん、「…」

ですよ！という事で、（どうゆう事や？）今回、私が担当す

るブリテンは10月17日の土曜日に西京極競技場で行われ

たワイズデーの事を書かせていただきます。

当日は朝から京都駅前で募金活動がありましたが、（募金

活動に参加した方々お疲れ様でした。）私は午後からの西京

極競技場で行われた京都サンガ vs ロアッソ熊本の方だけ

に参加でした。参加したのはメンバー 11人、メネット2人、

コメット5人と私の母と我が家に来ている留学生の合計20

人でした。西京極競技場に午後？？時集合し？？時？？分

スタートです。（すいません。何時か忘れました。でも？？

時？？分って何か良いでしょう？！）tobeの皆さんtobeの

赤いTシャツでしたね。（俺は持ってないっす。こう〇会員

は貰えないっすかね？？）

スタンドに入りました。何か盛り上がってきましたよ。

（僕はいつも入ったら盛り上がってくるんですよね！！！！）

試合内容は全く覚えていませんが闘莉王がゴールした事だ

けです！！でも、その瞬間はみておりません！！（威張っ

ていう事ではないっすね）ハーフタイムにワイズの熊本の

サッカー少年達と我らワイズメンの京都部の面々で競技場

の中を華々しく行進しました。少年たちの純粋な言葉とワ

イズメンの純粋な心が見事に一つになっ

て良いワイズデーになっていました。

（素晴らしい！ワンダフォー！！

（カタカナ！！！！！））

その後は場所を移して楽しい宴会！ゼ

ロクラブと合同でワイワイした？のでし

た。（私は欠席！）仲間っていいですよね。家族っ

ていいですよね。もちろん、私が寒いこの季節に恋しいの

は「か・ぞ・く」ですよ！（特に単身赴任には！）（たまには、

西京極南大入町の「へ〇た〇」も恋しがってください

ね。！？）
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桶谷雄一

ひまわりフェスタ参加報告

10月28日（土）
於：京都タワー前　出席者:メンバー5名

10月28日(土)ひまわり園の秋祭りフェスタに、参加さ

せていただきました！

今回、tobeワイズメンズクラブからは、ここ2~3年スマー

トボールでの参加で私(桶谷雄一)に与えられた仕事は、景

品の用意という責任重大な仕事を任せられました！

予算は、一万円と限られた費用でどれだけの来場者があ

るかとか聞きながら、◯ン◯・ホーテまで買出しに行きまし

た(笑) ！

当日、天候は台風前日の大雨予報で、宮田ワイズと一緒に

ひまわり園に到着した時は予報どうりの大雨でした(泣)。

しかし、楽しみにしている子供達の為にはりきって用意を

していると、ワイズメン同士でザワザワ？

「おけちゃんの景品よくない～」って、

良いのか？悪いのか？

日本語も難しい…(笑)

まあ日持ちする商品選んだから、余っ

たら持越したらいいかと思いながら、景

品選びも難しいなと思いました！

中盤、雨も小降りになりスマートボールブースは思って

もない大盛況で子供達のリピーターが続出して凄い状態に

なり、アッと言う間に用意していた景品は全て無くなりま

した！

1人の子供さんが、「来年も絶対来るね！！」って言われ、

あー参加して良かったなと思いました！

是非、皆様も来年参加してみてはどうでしょう？

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PRして、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！

そして、EMCやクラブ活性化に繋げましょう！

伊藤　剛 広報・情報委員長

11月
６日 古田裕和 ・ 紀美子 夫妻22日 馬場昭宏

11月  8日（水）【第499回11月第1例会】500回記念例会／ANAクラウンプラザホテル京都

11月14日（火）【第22期役員会】ハートピア京都3階第3会議室（烏丸竹屋町北東角）19:30～21:00

11月23日（水）【第500回11月第2例会】ファミリー例会「ギア鑑賞」／ART COMPLEX1928内


