クラブ会長標語 「脚下照顧(今一度見つめ直そう〜答えは自分の中にある)」
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“Yes we can change”｢私たちは変えられる｣
“Action”
「アクション!」
「未来に残すものものを守り育てる」
｢永遠の絆｣

クラブ会長：溝口 誠
国際会長：Moon Sang-Bong

アジア太平洋エリア会長：田中 博之
西日本区理事：遠藤 通寛
京都部部長：川上 孝司

「 交流事業の良さ!は、ワイズの良さ!! 」
皆さん、こんにちは、今期の交流委員長の青木です。
交流事業を楽しんでおられますか？。交流と一言でいってもクラブ内の交流なのか、クラブ外の交流なのか？
はたまた国際的な交流なのか？、色んな交流がありますね。私は全て関わって欲しいと思います！。
クラブ内は当たり前ですが…。
ＤＢＣ・ＩＢＣなど、様々な地域に仲間が、たくさんいらっしゃるのに、会わないなんて、もったいないと
思います。
部大会、地区大会、国際大会などでお会いした時に「久しぶり！元気やったか？」と言えることって大切だ
と思いますよ！。
ましてや海外の方とも言語や文化を超えた交流ができる機会なんてそうそうないでしょう？。
最初に訪問するときって緊張しますけど、乗り越えることで自分の世界が広がっていって自分の価値も高まっ
ていくはずです。
今期、九州訪問交流会は終わってしまいましたが沖縄、そして台北と…、魅力的な交流事業がまだまだあり
ます。仕事も家族も大切です。でも都合がつくなら是非参加してください。もっと仕事や家族がよくなるかも
しれません。そして今後のワイズや私生活が楽しくなると確信してますので、楽しんで交流しましょう！
(記:交流委員長 青木 禎一郎 )
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Phone(075)231-4388

DBC 交流報告
熊本訪問記 (九州部会参加 ＆ 熊本ジェーンズクラブ DBC 交流)
[9月1日(土)〜2日(日) 於:ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ・菊池渓谷 出席者数 メンバー13名]

ご無沙汰してま～す。TOBEの広義会員で、日々福岡中洲をパトロールしている若井で～す。今回は、私が、
九州部会&ジェーンズ交流会報告をさせてもらいま～す。
九州部会の前日の8/31、私は京都で打ち合わせを終えて新幹線で博多へ向かいました。溝口会長と 渡邊さん
と合流して博多で前泊飲み(プラス建設会社の方2名)です。
楽しい夜を過ごして翌日は博多から熊本へ新幹線で
3人は向かいます。
飛行機班の青木、伊藤、岡本、小幡、洪水、新谷、古田、安井、山口と偉いさんと同行の松崎さんとホテル
にTOBE13人が集合です。
TOBEバンドのメンバーがリハーサルに励む中、他のメンバーはそれぞれ思い思いにメネットアワー、EMC
と参加しながら、部会、懇親会へと進んで行きます。
いよいよバンドの出番です。TOBEから、○○の清志郎、アラブの○○、ガチの○○が、舞台上で熊本の素晴
らしいメンバー達と、楽しい歌と演奏で懇親会を大いに盛り上げていました。
伊藤ワイズの西日本区大会のアピールはスマートで良かったのではないでしょうか。
その後のフェローシップも大変盛り上がり、終わった後のジェーンズさんとの交流会も大変楽しく過ごす事が
出来ました。
翌日は、ジェーンズさんのおもてなしで、バスで菊池渓谷へ。
バス中も楽しく酔っ払い、菊池渓谷では素晴らしい景色を楽しみ、食事会場へ。
楽しい宴会で食事とお酒をいただいて、温泉も入らせていただきました。露天と内風呂があり、私は千代盛
さんと風呂に入ってリラックスさせてもらいました。
その後、更に飲むグループと近くをガイドさんと観光するグループに分かれて菊池を楽しんだ後、再度合流
し、バスはTOBEのメンバーを乗せて空港へ、私は新幹線で博多へ戻るべく、熊本駅に送っていただきました。
この二日間楽しく過ごせたのは、参加したメンバーとジェーンズの皆さんのおもてなしが有ったからです。
本当にありがとうございました。
(記: 博多単身赴任中・若井 克俊 )

9 月度 例会報告
「第 23 回 京都部部会」(9 月第 1 例会 振替)
[9月9日(日) 於:グランドプリンスホテル京都 出席者数 メンバー21名]

オープニングはバナーセレモニー

しっかり、決めポーズ!!

我らが溝口会長!、颯爽と登場!!

川上部長自ら、お得意のパフォーマンス!

ゲスト講演は、朝のαステ
ーションでおなじみの佐藤弘樹氏

前日から京都入りの熊本ジェーンズ・千代盛ワイズ、そして上村九州部長らとも、楽しく交流…!!
遠いところ、ありがとうございました。

9 月第 2 例会 「京都部部長公式訪問」
[9 月 26 日(水) 於:ANA クラウンプラザホテル京都 出席者数 メンバー25 名・ビジター3 名]

ＡＮＡクラウンプラザホテル醍醐の間で開催されました。京都部から、川上孝司京都部部長を含め３名をお
迎えしました。
メインプログラムは「京都部部長公式訪問」で、特に印象に残ったのは、ロールバックマラリア（マラリア
撃退）の話でした。
日本でも以前は普通にマラリアに感染していたとは知りませんでした（カタカナだし）
。
「１９６２年に撲滅
された」って私の生まれた前の年。平清盛や一休さんは、これで死亡とのこと。話を聞いていて思ったのは、
「予防接種で何とかなるなら、予防接種すればいいのに。
」ということでしたが、これは恵まれた環境で生活し
ている者の発想？高いのかなぁ？ と思ってネットで調べてみると、予防接種ではなく予防内服（副作用も
考えないといけない）等で、結局は短期滞在者以外は、防蚊対策が重要のようでした。
まだまだ知らないことが多いです。
(記: 徳永 栄治 )

川上部長、そして吉岡CS主査から、11月11日(日)開催の
京都部ワイズデーについてのアピールがありました。
皆さん、ふるって参加いたしましょう!!。

第22回西日本区大会 NEWS
各部の部会へ、西日本区大会のアピールに訪問 !!
[9/1 九州部部会

9/9 京都部部会

9/16 中西部部会

9/17 阪和部部会

9/22 六甲部部会

9/29 西中国部部会

トゥービークラブは、来年 6 月の西日本区大会をホストさせていただきます。
西日本区大会の情報をスマホに通知します!
理事や実行委員会からのスペシャル動画も配信中!

「COCOAR2」のインストール※COCOAR2アプリは無料です。
「App Store」もしくは「Google Play」で「COCOAR2」と検索し、インストールしてください。
そして、ワイズメンズクラブ国際協会のロゴをスキャンして下さい。
詳しくは、
www.tobe.x0.com/22th/
をご覧下さい。

YMCA NEWS
1. 認知症サポーター養成講座
認知症は人ごとではありません。認知症は誰にもおこりうる脳の病気によるものです。
認知症の人が記憶障害や認知症障害から不安に陥り、その結果まわりの人との関係が損なわれることもしばし
ば見られ、家族が疲れ切って共倒れしてしまうことも少なくありません。しかし、周囲の理解と気遣いがあれ
ば穏やかに暮らしていくことは可能です。この機会に、認知症について理解を深めてみませんか。
ぜひご参加ください。

日 時： 10 月 12 日（金）19:00～21:00
場所：京都 YMCA マナホール
定員：60 名（先着）
参加費： 無料 ※受講者のみなさんには、「認知症サポーター」オレンジリングをお渡しします！
お申込み・お問合せ：

京都 YMCA（TEL）075-231-4388

2.中京区民ふれあいまつり

てびき体験ブース出展

中京区ふれあいまつりに京都 YMCA ボランティアビューロー専門委員会がてびき体験ブースを出展します
視覚障がい者の方をサポートする手引きについて、楽しく学んでみませんか。ぜひお立ち寄りください。

日

時：

10 月 28 日（日）10:00～15:00

場

所：

中京中学校グラウンド （中京区西ノ京北聖町 51／地下鉄二条駅徒歩すぐ）

3.国際協力街頭
京都 YMCA では毎年秋、すべての人々が国・民族・宗教の違いを超え、平和に生き生きと暮らせる社会をつ
くるために国際協力街頭募金を行なっています。集められた募金は世界中の YMCA ネットワークを通じて、
紛争で苦しむ人々や貧困の中にある子ども達への支援のために使われます。
ご協力をお願いいたします。

日 時： 10 月 28 日（日）
集合解散 12:40～16:00
募金活動実施時間 13:30～15:00（京都市内）
12：40 より YMCA の国際協力事業について説明を行ない、その後グループに分かれて各募金場所に
移動します。
場

所：

京都市内約 10 か所

