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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

マタイによる福音書1章21節

マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。
この子は自分の民を罪から救うからである。

「今期のEMC委員会」
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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

今期のEMC委員会は事業計画である「メンバー全員がEMCに理解と自覚を持って

EMC事業に参画、協力する」ことを念頭に活動しております。

EMC活動は基本的に自分たちが楽しめる活動をすることを考えて企画しております。

僕らが楽しくなければ、TOBEメンバーも楽しくないしゲストもそうだと思います。

20周年記年例会の準備は大変でしたが、メンバーが楽しめる例会となりゲストもお呼びして

楽しんでいただけたと思います。

後期はドライバー委員会さんと連携してEMC例会を企画する予定です。

ゲストが参加したくなるような企画を準備中ですので皆さんのご協力をお願いいたします。

また、最近入会されたメンバーとの交流も大切だと思いますので、例会でのメンバー 5分スピーチ

を行いお互いよく知り親睦の輪を広めてゆきたいと思います。

：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）

EMC委員長
洪水浩巳
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11月第一例会「500回記念例会」

11月8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・メネット2名

山口真一

11月第二例会「ファミリー例会　ギア鑑賞」

11月23日（木）1２:00～　於：ART COMPLEX 1928内
出席者:メンバー15名・メネット7名・コメット7名

馬場昭宏

11月8日、11月第一例会「500回記念例会」に参加してま

いりました。

私自身としては先月の入会以来、3度目の例会となりまだ

日も浅いのですが、500回 と聞くとトゥービークラブのメ

ンバーが膨大な時間をこのクラブに費やされてきたこと を

想像するに難くありません。

20年目を境にして、私はトゥービークラブの外と中にい

ると言うとても不思議な感覚 を得ました。

これまで写真家として15年活動して来ましたが、当初か

ら「一瞬を永遠に」と言う テーマを持って被写体に向き合

ってきました。

写真は、それを見る人が遠い昔の記憶を蘇らせ、もう一度

その時を感じることが出来き、 さらにその時を知らない人

にも当時の時間を追体験してもらうことが出来ます。

例会中に流された20周年記念例会の映像は、私が入会以

前に撮影したものです。 

20年、そして500回以前の多くの時間

は、私はそれを残すことは叶いませんで

した が、微力ながらですが、これ以降は

私の得意な分野の力によって、様々な方

が写真や映 像を通して僅かでもトゥー

ビーメンバーと同じ思いや体験をが出来るようになるので

は ないかと思っています。

入会の際に頂いた「自分の居場所を探してください」と

いう言葉通りに、自分の為すべ きことが少しわかった例会

だったと思います。

11月第二例会はファミリー例会ということで、アートコ

ンプレックスで行われています、「ギア」の鑑賞でした。祝

日で、「ギア」の鑑賞ということで、メンバー 15名・メネッ

ト7名・コメット7名の参加がありました。お昼の部での

鑑賞だったので、12時から始まり、13時30分までの90分公

演でした。以前も一度「ギア」でのファミリー例会が行わ

れましたが、その時とはコンセプトは一緒でもさらに進化

した内容になっていました。なので、とても楽しむことが

出来ました。公演中は青木コメットが大活躍でした。また、

講演後はマジックの山下翔吾くんとジャグリングの酒田し

んごくんが出てきてくれました。

集合写真も撮っていただき、とても楽しいひと時を過ご

すことが出来て大満足でした。

公演が終わってからは、大賀花という

お店へ移動して、食事をいただきました。

メンバーはもちろん、メネット・コメッ

トとも交流ができで楽しかったです。

次ページに続く
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安井基晃

今期最初のファミリー例会は、GEAR鑑賞でした。メンバ

ー、メネット、コメット合わせて29名参加です。

今回のギア鑑賞は、前期のクリスマス例会に3人のギア

のパフォーマーが出演して頂き、コメッ

トが凄く楽しんで観ているのを思い出

して今回のギア鑑賞が決まりました。2

年前に一度観ているのですが、どのよう

に進化しているか楽しみでした。

ストーリーはほぼ一緒でしたが、演出が全く変わってい

て2回目ですが、楽しめました。コメットも楽しんでいま

した。懇親会は錦通り麸屋町を少し上がった所にある大賀

花さんの二階を貸切りゆっくり寛ぎながら楽しい食事が出

来ました。

数名のメンバーは二次会三次会と夜の街に消えて行きま

した（笑）

田中和幸

リトセンオータムフェスタ

11月16日（日）
於：リトリートセンター　出席者:メンバー5名

11月16日（日）、リトリートセンターにてオータムフェス

タが開催されました。

オータムフェスタは、YMCAに通う留学生、地域の人々、

ワイズメンが紅葉に染まるリトリートセンターに集い、親

睦を深めると共にリトリートセンターを支援するものです。

在京のワイズメンズクラブは屋台を出店し、参加される

人々に食べ物、飲み物を提供します。トゥービークラブの

屋台は「串カツとエビせん」です。過去には羊の丸焼き、粕

汁、飲茶など色々な屋台を出店してきましたが、ここ数年は

「トゥービーの串カツ」が定着している様です。

朝、9時半頃にリトリートセンターに到着。参加メンバー

は小幡、溝口、桶谷、村澤、宮田、田中の6名です。机を準備

し、コンロをセット、大鍋に油を注ぎ火

にかけます。一方では食材である串カ

ツやソースを準備するのですが、何故か

大量の花かつおが有り、ソースはトンカ

ツソースが2種類。あれ！今日のメニュ

ーはたこ焼きだったけ？串カツに花かつおはいらんでしょ。

ソースはウスターソースベースでしょ。とか言ってもその

時点から買い出しにはいけないし、まあいいっか、花かつお

はお持ち帰りとして、ソースはトンカツソースで行きまし

ょう。

11時に開会式が行われ、11時半屋台オープンとなってい

るのですが、開会式を待たずして屋台の前には串カツを求

める行列が出来はじめています。ちょっとフライングでし

次ページに続く

た。申し訳けありません。毎回、トゥービーの串カツは好

評で12時半頃にはネタも底をつき始め、後半はひたすらエ

ビせんを揚げておりました。メニューがマンネリ化してい

るというご意見もありますが、皆さんの期待に応じること

も大切なことだと思います。

ステージでは太鼓、音楽の演奏、大声コンテストなどが繰

り広げられ、途中少し雨が降りましたが、すぐに快晴となり

午後2時頃に無事お開きとなりました。

トゥービークラブは京都YMCAを支援・サポートするこ

とを大きなテーマとしています。リトセンオータムフェス

タへの協力もこのクラブの指針に基づいたものです。今回

はたった6名の参加でしたが、より多くのメンバーに協力

していただきたいものです。

参加されたメンバーの皆さま、特に事前の準備に奔走し

ていただいたYMCAサービス事業委員会の皆さま、ご苦労

様でした。
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12月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞EMC-E　YES

12月

Eは新クラブを設立すること。YESは新クラブ設立支援に使われます。

献金で集められた資金の3分の2は、集められたエリアの区で使われます。

三科仁昭 EMC事業主任（京都東稜）

12月
19日 山内 哲・紀子

19日 齋藤幸秀・ルミ

22日 松﨑和彦・安子

2日 溝口 誠

18日 古田 裕和

12月12日（火）［交流］台湾A-Listクラブ食事会／大賀花 19:30～

12月13日（水）【第501回12月第1例会】台湾A-Listクラブ交流例会／ANAクラウンプラザホテル京都 19:00～21:00

12月20日（水）【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） 19:00～20:30

12月23日（土）【第502回12月第2例会】クリスマス例会（ZEROクラブ合同）／ANAクラウンプラザホテル京都 18:00～21:00


