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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

ヤコブの手紙　4章15節～16節

その人が罪を犯したのであれば、主が赦してくださいま
す。だから、主にいやしていただくために、罪を告白し
合い、互いのために祈りなさい。

「いつもありがとうございます。」

■2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

今期ブリテン委員長をさせて頂いております齋藤です。よろしくお願いします。

今期もはや半期を過ぎて下半期に移っています。

　私事で申し訳ないのですが毎年クラブの期が変わる頃、職業柄仕事が増え始めまたあらゆるスピード

が求められクラブの事が全く出来ない状況になってしまいます。申し訳ありません。

　今期のブリテンの作業の引継ぎをして頂いたりもしたのですが初めてのブリテン委員長ですので勝手が

判らず随分前期のブリテン委員長でした梅ちゃんに助けていいただきました。ありがとうございます。

その仕事を見させていただきようやく仕事の流れが判り始めたところです。←遅っ。

毎月発行に追われるため皆様に大変忙しい中、原稿や写真の依頼をさせて頂いております。

それでも皆様快く引き受けてくださり感謝をしています。

　また下期は20歳前後の写真を探してくださったりとご協力を頂きありがとうございます。

皆さんも忙しくされているとは思いますがそれでも時間を作られクラブの時間を作って行かれていると思います。

私もその様になれる様にもっと努力しなければなりません。

　また委員のみなさんにも力を貸して頂き今期のブリテンを進めていきたいと思います。

よろしくお願いします！「LOVE AGAIN」!(^^)!

：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）

ブリテン委員長
齋藤幸秀
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：Tung Ming Hsiao（台湾）

：大野　勉（神戸ポート）

：竹園憲二（京都ZERO）
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2月第二例会「TOF例会」

2月28日（水）19:00～21:00　於：京都YMCA
出席者:メンバー24名・ゲスト2名

乙訓ひまわり園
井上　大 様

2月第一例会「EMC ディスコ例会」

2月14日（水）19:00～21:00　於：MAHARAJA祇園
出席者:メンバー24名・メネット3名・ゲスト32名

EMC委員長
洪水浩巳

2018年2月28日（水）、京都YMCA学園にて、社会福祉法

人 向陵会の歴史について講演させていただきました。

毎年、11月に行われるひまわりフェスタにワイズメンズ

クラブさんに参加いただき、担当の宮田さんからフェスタ

とは？という話をしていただけたらということをきっかけ

に今回、向陵会が設立された経緯や、歴史について講演させ

ていただきました。

みなさん、私のつたない話をしっかり

聞いていただき、講演した私自身も、設

立当時の想い、諸先輩方が、苦労してき

たこと、これからも大切にしなければい

けない想いを再確認する機会となりま

した。

MAHARAJAを知っている世代も、知らない世代も一緒に

日常を忘れさせる幻想的な世界観を創造するDiscoクラブ

を体験してもらう、メンバー候補の開拓のためゲストを呼

びやすい例会を企画しました。

司会の小幡ワイズ、桶谷ワイズの軽快なトークでスター

トしたディスコ例会はいつもと違ったワクワク感でいっぱ

いです。

ディスコを知らない世代の青木会長の開会宣言、ちょっ

と知っている溝口ワイズの乾杯の挨拶、当時の音楽が次々

と懸かると徐々にステージへ人が集まります。

ディスコの雰囲気を楽しみながらのご歓談タイムのあと

は、メインイベントの荻野目洋子のダンシングヒーローの

映像の前でダンスタイムのスタートです。

キレキレのダンスを披露していただくメネットさん達に

リードされ、TOBEメンバーも思い思いの踊りでステージを

盛り上げます。

竹園京都部長を筆頭に他クラブの方16名、ゲスト15名

（女性9名）ご参加いただいてステージは混雑して溢れてい

ます。

チークタイム有り、プレゼントタイム有りの2時間はあ

っと言う間に終わりましたが、

この例会に参加された方全員が一体となって楽しめた一

時でした。

二次会にも多数ご参加いただき、メン

バー候補の方も開拓でき今後のオリエ

ンテーション→入会式の流れが見えて

きました。

今回の例会の準備にご協力いただい

たメンバー、メネットの皆様、この企画

の成功に感謝しております。

TOBEクラブが益々活気のある元気なクラブになります

ようよろしくお願いいたします。

次ページに続く

地域で共生していくためには、老若男女問わず、いろんな

方たちに、施設のことを知っていただく必要があります。

その発信源としてフェスタは大きな役割を担っています。

障がいのある方たちの理解をすすめるにあたって、地域の

子どもに参加してもらうイベントをする仕掛けも必要です。

そういったイベントの一助をみなさんが担ってくれている

ことはとてもありがたく、感謝しています。これからもよ

ろしくお願いします。
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2018年2月28日（水）、京都YMCA学園にて、社会福祉法

人 向陵会の歴史について講演させていただきました。

毎年、11月に行われるひまわりフェスタにワイズメンズ

クラブさんに参加いただき、担当の宮田さんからフェスタ

とは？という話をしていただけたらということをきっかけ

に今回、向陵会が設立された経緯や、歴史について講演させ

ていただきました。

みなさん、私のつたない話をしっかり

聞いていただき、講演した私自身も、設

立当時の想い、諸先輩方が、苦労してき

たこと、これからも大切にしなければい

けない想いを再確認する機会となりま

した。

岡本就介

京都洛中クラブ30周年記念例会に参加して

2月3日（土）　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者:メンバー9名

洛中クラブはトゥービーと同じ例会場で、かつ主事も同

じというご縁の深いクラブです。2月3日（土）に開催され

た30周年記念例会に参加してきました。

猛威をふるうインフルエンザのため、直前で参加できな

くなった方が何人もおられましたが、それでも東西日本区

はじめ台湾からの参加者、クラブOBの方々など多くの参加

者で賑わいました。

17名で参加のIBC、台北・大橋クラブに対して、大野信幸

会長は中国語でスピーチ。これはかなり練習しはったなぁ

…と感心しました。

そしてメインイベントは東日本区あずさ部の富士五湖ク

ラブとのDBC締結式です。この日の例会は洛中30周年と

富士五湖15周年を祝う合同例会でした。おめでたい席で、

さらにおめでたいDBCが締結され、壇

上に並んだ両クラブのメンバーも笑顔

いっぱい。

そしてもう一つ、洛中クラブが力を入

れている事業「社会福祉法人 日本介助

犬協会への支援」のアピールがありました。介助犬とは、

身体に障がいのある方や高齢者の自立を助ける訓練を積ん

だ犬のことです。盲導犬や聴導犬に比べてもその頭数は非

常に少なく、必要とされる数にはほど遠い状況です。協会

の方による非常に分かりやすい実演とともに説明を伺いま

した。これは個人的にサポートして行きたいと思います。

関心のある方は下記URLをご覧下さい。http://s-dog.or.jp/

洛中クラブの皆さん、そして富士五湖クラブの皆さん、本

当におめでとうございました！

MAHARAJAを知っている世代も、知らない世代も一緒に

日常を忘れさせる幻想的な世界観を創造するDiscoクラブ

を体験してもらう、メンバー候補の開拓のためゲストを呼

びやすい例会を企画しました。

司会の小幡ワイズ、桶谷ワイズの軽快なトークでスター

トしたディスコ例会はいつもと違ったワクワク感でいっぱ

いです。

ディスコを知らない世代の青木会長の開会宣言、ちょっ

と知っている溝口ワイズの乾杯の挨拶、当時の音楽が次々

と懸かると徐々にステージへ人が集まります。

ディスコの雰囲気を楽しみながらのご歓談タイムのあと

は、メインイベントの荻野目洋子のダンシングヒーローの

映像の前でダンスタイムのスタートです。

キレキレのダンスを披露していただくメネットさん達に

リードされ、TOBEメンバーも思い思いの踊りでステージを

盛り上げます。

竹園京都部長を筆頭に他クラブの方16名、ゲスト15名

（女性9名）ご参加いただいてステージは混雑して溢れてい

ます。

チークタイム有り、プレゼントタイム有りの2時間はあ

っと言う間に終わりましたが、

この例会に参加された方全員が一体となって楽しめた一

時でした。

二次会にも多数ご参加いただき、メン

バー候補の方も開拓でき今後のオリエ

ンテーション→入会式の流れが見えて

きました。

今回の例会の準備にご協力いただい

たメンバー、メネットの皆様、この企画

の成功に感謝しております。

TOBEクラブが益々活気のある元気なクラブになります

ようよろしくお願いいたします。

地域で共生していくためには、老若男女問わず、いろんな

方たちに、施設のことを知っていただく必要があります。

その発信源としてフェスタは大きな役割を担っています。

障がいのある方たちの理解をすすめるにあたって、地域の

子どもに参加してもらうイベントをする仕掛けも必要です。

そういったイベントの一助をみなさんが担ってくれている

ことはとてもありがたく、感謝しています。これからもよ

ろしくお願いします。
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新谷嘉啓

京都部チャリティーボウリング大会

2月3日（土）　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者:メンバー9名

2月25日（日）しょうざんボウルに於いて、京都部チャリ

ティーボウリング大会がエイブルクラブのホストで開催さ

れました。わがトゥービーからは11名の参加です。

個人戦・チーム（4名選抜）戦・そして各クラブの代表者

による一投勝負の勝ち抜き戦が行われました。16クラブ、

総勢189名の参加者はなかなかの迫力。

私も選抜に選んでもらい、何とかクラブに貢献しようと

頑張りましたが、思う様に調子が上がらず、またみんなもレ

ーンに嫌われ、本当すんません…って感じでした。

個人戦では、吉田Y・宮田Yが、飛び賞ゲット！　また抽

選会では、松崎Y・青木会長が景品をゲット！ やっぱり持

ってますね～、羨ましい！

ところで、ボウリングのフォームって、“字は体を表す”み

たいに、何処か人間性が見えますよね。

（ちなみにご一緒させてもらったのが青

木会長、村澤Y、小幡Yです、想像してみ

て下さい…。）そんな事を感じながら、

楽しい一日になりました。

3月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞ JWF

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします！

森本榮三 JWF管理委員長（大阪高槻）

3月14日（水）【第507回3月第1例会】西日本区大会準備アワー／ANAクラウンプラザホテル京都 19:00～21:00

3月18日（日）リトセン20周年記念アクト

3月20日（火）【第22期役員会】京都YMCA 19:30～21:00

3月25日（日）京都部チャリティゴルフ

3月28日（水）【第508回3月第2例会】ファンドオークション例会／ANAクラウンプラザホテル京都 19:00～21:00

3月 4日 松崎和彦　10日 畑本　誠　13日 宮田雄輔
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ワイズメン、二十歳の頃

村山ワイズ

92年1月も金沢
宝生会という能楽サークルの
卒業発表会に溝口がわざわざ京都から
駆けつけてくれました。
その時の打ち上げです。

専修大学法学部入学。
生の政治を学ぶべく、当時新進党の若手議員だった
松沢成文代議士のもとに（なかば強引に）押しかけ、
学生秘書となりました。
若手が政治を変えるんだという思いから、
選挙スタッフとして全国の若手政治家のもとへ
（本当に日本全国！）行脚していたころの写真となります。

新谷ワイズ

松崎ワイズ

宮田ワイズ
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小幡ワイズ
さわやかな好青年風～
今は見るも無惨・・・　ほっといてんか！

吉田ワイズ
20年前・・・21歳
メンズノンノの雑誌に載った時の切り抜き
ロン毛　(笑)

徳永ワイズ
高校の卒業アルバムのものです。
容疑者みたいですな～。

洪水ワイズ
この頃は、スイトピアで水泳のコーチをしていました。
子どもたちからもママさんからモテモテの日々でした。

岡本ワイズ
バスケ部同期とフェリーに揺られて40時間、
与論島到着時のひとコマ。
前髪もたっぷり♪


