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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1章22節

御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけ

で終わる者になってはいけません

「トゥービーは最優秀クラブなのです！」

■5月例会出席　

13/33名
0名
2名
3名

27/33名
0名
0名
0名

第一例会

 メンバー
 ゲ ス ト
 メネット
 コメット

第二例会

 メンバー
 ゲ ス ト
 メネット
 コメット

■ BF・EF・JWF　

BF

EF

JWF

40,500

0

0

円

円

円

■ ニコニコ　

〈強調月間〉評価・計画

5月

第一例会

累計

0円

第二例会 5,000円

64,000円

5月

累計

■ ファンド　

30,896円

356,032円

会 長

副 会 長

外部書記

内部書記

会 計

青木禎一郎

溝 口　　誠

小 幡　　弘

水 野 充 弘

馬 場 昭 宏

新 谷 嘉 啓

：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

皆さんこんにちは、会長期最後のブリテンになりました。

現在6月10日西日本区大会を終えて執筆しております。

期首に掲げた大きな大きな目標である最優秀クラブ賞をとる！という目標は達成できました！

メンバーの皆さん、メネット、コメットの皆さん本当に一年間ありがとうございました！

何度も心が折れそうになった時、助けてくれる仲間がいるということの頼もしさ、経験がなくても

一生懸命事業に取り組んでくれた新メンバーの行動力、いつも近くで私のわがままを通してくれた三役、

また一丸となって目標に向かってくれた役員、今期会長を経験してトゥービークラブの良さを身に染みて感じました。

本当にありがとう。

来年は西日本区大会のホスト、その二年後にもホストと続きますがトゥービークラブは西日本で一番のクラブです。

日本一のクラブが日本で一番楽しませる大会を開催するのです。全国のクラブが期待しているはずです、トゥービーら

しさ全開で今後も盛り上がっていきたいですね！

そういえば期首のブリテンで「青木丸」の話を書きました、覚えていますか？一番大きなものが釣れましたね！

 しかも2つも！今回の釣果は皆さん誇ってください。

一年間ありがとうございました！！！！！
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：大野　勉（神戸ポート）

：竹園憲二（京都ZERO）
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5月第一例会「青木会長プロデュース例会 in Fishing Land日向」

5月13日（日）6:00～18:00　於：三方五湖
出席者:メンバー13名・メネット2名・コメット3名

副会長
小幡　弘

いよいよ青木会長期の目玉である例会。青木会長と言え

ば「釣り」でしょう！

今回は三方五湖に位置する海上釣り堀Fishing Land日向

で釣り体験。ファミリーも含め総勢24名の参加。計画段階

で雨天の心配はされていたものの、まさかまさかの悪天候。

早朝からテンション急降下のメンバーを載せて大型バス

は三方五湖へ向かう事約2時間。

気のせいか道中だんだん雨足が強くなってくる。余程日

頃の行いが悪いメンバーが混入しているのか…でも参加メ

ンバーは釣り堀とは言えやる気満々。自家用車組は早くも

現地入りし、釣り開始を今や遅しと待ち構えている。

安易な釣りのジャンルに入る海上釣り堀だが、魚の引き

味と獲物のお土産の味で結構海上釣り堀ファンは多く、既

に他の生け簀は釣り客で一杯。トゥービークラブは貸切生

け簀なので余裕しゃくしゃく。仕掛けのセッティングを終

え青木会長の号令と共に皆が釣りスタート。するといきな

りHIT ！すぐさま他の竿も大きく曲がる。HITに次ぐHIT

である。釣り物は大半が30 ～ 35cmの養殖マダイ。見た目

は天然マダイとは比べ物にならない色黒マダイだが引き味

は十分堪能できる。他にもシマアジやイサキも混じる中、

何と青木会長の次女である「のんちゃん」が大物カンパチ

をHIT ！！

これは大物と青木会長にバトンタッチし見事な竿さばき

でカンパチGET。

悪天候の中ではあるが釣果は上々で子供達も含め全員が

釣り味を楽しむことが出来、満足のいく釣果で48匹。

BBQに行かない自家用車組は、その後も釣果をかなり伸

ばされたという情報が入ってきた。2時間程の釣りではあ

ったが満足のいく釣行。

バスは一路メンバーと獲物を積んで

マキノ町のBBQサイトへ向かうが雨足

は益々激しくなり避難勧告が出そうな

様相を呈したがテント屋根のお陰で一

応雨は凌げた。

高級和牛のBBQ＋マダイの塩焼きを

堪能し岐路につくが「麻雀しよ～」という爆弾提案が・・・

睡眠不足の上、びしょ濡れで魚臭い身体で京都に戻り8人

で2卓を囲み日曜日の行事を終えた。今回の例会で印象的

なのは雨の中でも皆の笑顔。特に子供達の目の輝きに悪天

候を吹飛ばす感動と充実感を覚えた一日だったと思う。

最後に英雄のんちゃんの感想文画像を御覧あれ。

癒されますわ～！
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5月第二例会「次期三役アワー例会」

5月23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27名

次期会長
溝口　誠

5月第2例会は「次期三役アワー」。

まだ青木会長期の真っ最中ですが、ちょっとフライング

させて頂きました。

22期から23期への引継ぎは例年の事柄に加えて、クラブ

定款の改正作業や、西日本区大会ホストに向けての神戸大

会の視察と次回京都大会アピール、今期京都部吉田書記の

期末ハードワークに、一足早い次期京都部松﨑Yサ主査活動

スタートなど、とっても盛りだくさんと

なっています。

7月の定時総会1日にはとても納まり

きれないので、その内容の一部を前倒し

でお話しさせてもらいました。

クラブ20周年で大いに盛り上がって

いる青木会長期の流れを引き継いで、23期も良いスタート

がきれるように、しっかり準備したいと思います。

北澤元悠ワイズ

「小倉山百人一集の会サポートワーク」

5月26日（土）10:00～15:30　於：小倉山
出席者:メンバー6名

嵐山の小倉山の竹林整備の一環として、穂垣の補修を行

いました。今回は、穂垣の支えとなっている押え縁（真竹

の半割にしたもの）の更新のでしたが、当日は天気も良く

観光客が押し寄せる中、長い竹を運び、出席メンバー皆額に

汗をかき作業を行いました。

およそ10本分の竹の長さを、午前中は穂垣の古い押え縁

から新しい押え縁の交換と仮止め、午後は新しい押え縁を

杭にしっかりと結んでいきました。

訪れる観光客の方から、「ご苦労様です！」、「頑張ってく

ださい」などの声援がある一方、「落書き対策ですか？」な

どの先日の竹林への落書きに対するご

意見などもあり、落書きが生々しく残る

竹を見ると、これまでせっかく頑張って

穂垣を補修してきた人のことを考え、な

んだか切ない気持ちになりました。

今回、参加して初めて知ったのが、穂垣がボランティアの

手によって補修されているという事実です。観光客の方か

らも、「ボランティアがされてるんですか！？」という驚き

の声が多々ありました。

このような活動を広く伝え、沢山の方に理解して頂くこ

とも必要だとしみじみと思った一日となりました。
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はじめまして。本年度入会させていただきました畑本義

允と申します。長年トゥービークラブの皆様にお世話にな

った畑本 誠、久仁枝の長男です。

父と母が長年活動を共にしていた皆様とご一緒できるこ

とは、私にとって光栄であり、また不思議な感覚でもありま

す。特に父はこのトゥービークラブを生きがいのように感

じていたと思います。

私にとってもワイズメンズクラブは子供の頃から参加さ

せていただいていた特別な場所です。

私にも両親にも特別な場所であるトゥービークラブの皆

様に少しでもお力になれればと存じます。

仕事は父と母の後を継ぎ

自動車整備、修理、販売をし

ております。ご予算に応じ

た内容で車検、修理、販売も

引取納車付きでさせていた

だきますので御用の際はお

気軽にお声掛け下さい。

現在、他の団体での活動

や私事もあり、思うように

参加できておりませんが精進して参ります。

若輩者ではございますが今後とも皆様のご指導ご鞭撻の

ほど何卒よろしくお願いします。

6月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞ 評価・計画

10の目標のうち、5割達成できれば上出来。

さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、あと1割引き上げましょう。実践を通して。

大野　勉 理事（神戸ポート）

6月6日（水）【第513回6月第1例会】YMCAリブランディングを理解する例会／ANAクラウンプラザホテル京都

6月9日（土）～10日（日）第21回西日本区大会／ANAクラウンプラザホテル神戸

6月13日（水）【第22期役員会】京都YMCA 19:30～21:00

6月17日（日）【第514回6月第2例会】引継例会／ANAクラウンプラザホテル京都

6月24日（日）［リトセン夏季準備ワーク］京都YMCAリトリートセンター

6月27日（水）【第23期準備役員会】京都YMCA 19:30～21:00

6月 6月
  7日　国松義之・和子 夫妻

14日　馬場昭宏・佳子 夫妻

15日　伊藤　剛・淳子 夫妻

18日　岡本就介・敦子 夫妻

27日　若井克俊・ゆか 夫妻

  9日 吉田真理

15日 田中和幸

畑本義允ワイズ

新メンバー紹介！


