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  「update」レベルアップの一年に
"Our Future Begins Today"　“私たちの未来は、今日から始まる”

"Respect Y's Movement"　“ワイズ運動を尊重しよう”

“ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！”"Energizing Y's Men's Clubs with the Y's spirit !"　

“いつも喜んでいなさい”　"Be joyful always"
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今月の聖句

ミカ書 6章8節

人よ、何が善であり 主が何をお前に求められているのかは お前に

告げられている。正義を行い、慈しみを愛し へりくだって神と共

に歩むこと、これである。

「どうしてメンバー増強が必要なのか？」
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安井基晃

青木禎一郎

古田裕和

小幡　弘

溝口　誠

若井克俊

チャーターから間もない頃、メンバーからそんな質問が出たことがあります。さて、なぜ必要

なのでしょうか。

「人数が多い方が大きな奉仕ができる」「クラブの運営が楽になる」「新しい人が入ってこなけれ

ばいずれ歳をとって誰もいなくなる」…等々、どれも一理あります。けれども本質的な理由は別

にあると考えます。それはトゥービークラブの掲げる理念『Idea of To Be』と深く関わっています。

ワイズメンズクラブの理念やイデアについて深く議論する、いわゆる「ダムる」機会が最近減ってきたように思います。

自分たちがどのような考え方の団体に属しているか。その根っこをしっかり自覚していなければただの親睦団体や異業種

交流会になりかねませんし、世代を超えて何十年も継続することは難しいでしょう。新しいメンバー候補にクラブの魅力を

伝えることも出来ません。

メンバー増強が必要な理由についてはあえてここでは書きません。クラブ内で大いにダムりましょう。それが新しいメン

バーを誘う動機付けになると信じています。

：安井基晃
：JOAN WILSON（カナダ）

：Tung Ming Hsiao（台湾）

：岩本　悟（熊本にし）

：廣井武司（京都プリンス）

21 期 EMC委員長
岡本就介
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9月第一例会「京都部会」

9月11日（日）　於：宝ケ池グランドプリンスホテル
出席者：メンバー19名

9月11日（日）宝ヶ池のグランドプリンスホテルにて、第

21回京都部部会が、開催されました。

15時、第1部式典がバナーセレモニーで幕を開けました。

各クラブの会長がバナーを持ち、パフォーマンスしながら

の入場！！扉の外に出番を待つ我らが安井会長は、柱にも

たれながら片足で待機！！余裕の出番待ちでした。

いよいよ、登場です！！

「京都トゥービークラブ安井会長です！アップデート・

レベルアップの一年に！」というアナウンスで、恥ずかしそ

うに安井会長が登場。

唯一、蝶ネクタイでベスト蝶ネクタイ賞を狙っていると

のうわさも（笑）

その後、20数回ペコペコと頭を下げながら、人の良さも

アピール！！

記憶に残る、トゥービー安井会長ここにありという入

場！？でした。

安井会長の入場での興奮が冷めやらぬ中、ご挨拶、祝辞な

ど式典は進行。京都府18クラブ481名でスタートし、今日

現在、19クラブ505名の大台に乗ったと報告がありました。

第2部は、アトラクションです！！

のびっこ太鼓、洛北高校吹奏楽部による演奏が、すいたお

腹に響き何とも言えない、感動と快感を覚えたとの声が多

かったです。

第3部は、懇親・交流会！！

京都部次期部長、竹園憲二氏が壇上に上がると、サプライ

ズが！！

ちびっこから大人まで、50名の京都部

ダンサーズが、会場を取り囲む形でダン

ス！！会場は、一機に盛り上がりまし

た！！そして、乾杯のあと、待ってまし

た！！食事・懇談。

フィレ肉に舌鼓を打ちながら、カコ＆

ロッキンロビンバンドのオールディーズの演奏に合わせ、

岡本ワイズ・宮田ワイズなど、乗りに乗って踊る姿は、トゥ

ービーダンシングチーム発足を予感させました！！

極秘にしようと思っていたのですが、前会長洪水ワイズ

がひそかに、美女と激しいチークダンスを踊っていました

よ（笑）

文章にすると短いですが、5時間に及ぶ第21回京都部部

会は、参加クラブ紹介、アピールタイムで興奮冷めやらぬ中、

無事閉会いたしました。

部会を運営実行された委員の皆さま、本当にお疲れ様で

した。

徳永栄治

清水克敏

9月第二例会「20周年記念事業アワー例会」

9月28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

ANAクラウンプラザホテル醍醐の間の内装がリニューア

ルされて、初めての例会となりました。厨房設備が新設さ

れていて、何だか不思議な感じもしましたが、料理が一層美

味しくなるような気がします。

メインプログラムは「20周年記念事業について考える」

というものでした。

考え方・方向性としては、

・リトリートセンターから要望のあるもの

・リトリートセンターに提案型で

・YMCAのリーダーをサポートするもの

・CSで関わっている府立医大子ども病棟

から要望があれば

・どこかの祭りを本気でサポート

・他クラブの周年事業を参考に

・来年の20周年記念例会での発表に間に合うように

・TOBEらしくおもしろいもの。今までどこのクラブもや

っていないビックリするようなもの

・物ではなくソフト（話題性のあるもの）が盛り上がる

・物を贈るより作る方がいい

・思い出だけでなく記念の物も残したい

等々が出ました。

前回の通常例会（8月第二例会）でのメインプログラム

「20周年パネルディスカッション　20周年を前にトゥービ

ーの今までを振り返る」に影響されてか、すごいことをや

りたいという雰囲気が出ていました。

いい感じのアップデートになりそうな予感がします。
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小幡　弘

リトセン秋期準備ワークは熱い！

9月4日（日）　於：リトリートセンター
出席者：メンバー7名

9月4日は台風12号の影響で雨予報。中止かとも思われ

たが、幸いにも当日は快晴。

今回のワーク、トゥービークラブのミッションは薪の補

充とウッドデッキの洗浄。

前日より安井会長と吉田ワイズのご協力により軽トラッ

ク一杯に積込まれた薪の束を薪小屋に納め終わり、ウッド

デッキに移動。このウッドデッキは第15期岡田会長期に

YMCAリトリートセンターにトービークラブから寄贈した

施設で当時の岡田会長の会長主題「ケ・セラ・セラ」に因

んで『ケ・セラデッキ』と命名された自信作。

メンバー自ら施工に携り作り上げたウッドデッキ。腐り

にくい特殊な材木を使用した堅牢なデッキで、目茶苦茶重

く硬い材質。汗だくで作業したのも良い思い出である。

床とガーデンテーブル・チェアーの洗い。デッキブラシ

でゴシゴシするのかと思いきや、正に文明の利器「ケルヒ

ャー」登場。高圧洗浄のパワーで床も椅子も見る見る汚れ

が取れる。我が家にはスチームタイプ

は持っているが高圧洗浄タイプは未だ

無い。これは欲しい！皆さんも一家に

一台如何？小生は決してケルヒャーの

回し者ではないがお勧め。是非！

但し洗浄機一台のみでの作業と隣の

キャビンで外壁オイルステン塗りの邪魔にならぬ様、今回

は半分だけ洗浄完了。模索中ではあるが、デッキ上屋に日

除けシェイドか雨除け屋根の寄贈案も有り、採寸と設置条

件等の検討を行った。

昼食はウエストクラブさん作の絶品カレーを頂き終了と

なった。（メンバーが前日から泊り込みで仕込まれた熟カレ

ー美味かったです！御馳走様でした）

それにしてもワーク参加者が少ない…トゥービークラブ

5名だが、他クラブも全体的に少ない気がする。リトセンワ

ークもルーティーン化せず、今一度ワークの意義を再認識

し多くの参加者を募る術を検討すべき時期か？

・どこかの祭りを本気でサポート

・他クラブの周年事業を参考に

・来年の20周年記念例会での発表に間に合うように

・TOBEらしくおもしろいもの。今までどこのクラブもや

っていないビックリするようなもの

・物ではなくソフト（話題性のあるもの）が盛り上がる

・物を贈るより作る方がいい

・思い出だけでなく記念の物も残したい

等々が出ました。

前回の通常例会（8月第二例会）でのメインプログラム

「20周年パネルディスカッション　20周年を前にトゥービ

ーの今までを振り返る」に影響されてか、すごいことをや

りたいという雰囲気が出ていました。

いい感じのアップデートになりそうな予感がします。
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宮田雄輔

北京都フロンティアクラブチャーターナイト

9月11日（日）19:00～21:00　於：グランドプリンスホテル
出席者：メンバー22名

9月11日グランドプリンスホテルにて北京都フロンティ

アワイズメンズクラブのワイズメンズクラブ国際協会加盟

認証状伝達式が行われました。メンバーは21名で平均年齢

が40台前半と若いクラブです。

船木設立準備委員長の設立経過報告から2015年4月から

の設立に至るまでの試行錯誤や苦労が

感じられました。

しかし、辻初代会長の熱くエネルギッ

シュな決意表明はその苦労さえも忘れ

させるものだと感じました。ただ、北京

都フロンティアクラブのメンバーのう

ち、6名が欠席されたのは少し残念でした。


