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  「Healthy」ココロとカラダを健康に！ 元気なTOBEになろう！
"Mission with Faith"　“信念のあるミッション（使命・目標）”

"Through Love, Serve"　“愛をもって奉仕をしよう”

“あなたならできる! きっとできる”　"You can do it! Yes, you can!"　

“いつも喜んでいなさい”　"Be joyful always"
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今月の聖句

ルカによる福音書6章37節

人を裁くな。
そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。

『Healthy』
ココロとカラダを健康に！ 元気なTOBEになろう！
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〈強調月間〉Kick-off  EMC-MC
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安 井 基 晃

小 幡 　 弘

城 戸 誠 之

伊 藤 　 剛

田 中 和 幸

ココロとカラダを健康に！ 元気なTOBEになろう！

20期の会長を拝命させていただきました洪水浩巳です。

1年間「Healthy」なクラブになるため、皆様のご協力よろしくお願いいたします。

引き継ぎ例会で水野会長から会長バッチを受け取り、その責任を感じました。その時の水野会長の

一言が印象に残っています「俺の艶と色気と言う主題に沿った引き継ぎ例会をしてくれた！」と

清々しくスッキリとされていたと思います。

私も、今期の主題「Healthy」を実現するために全力で楽しみながら活動したいと思います。

最も重点を置いて企画してゆくことは例会です。

時には、型にはまらず活動的な例会（フィットネス等）、他クラブとの合同例会を新たに企画し多くのワイズメンと交流す

る。おでかけ例会の企画は「キャンプ場でバーベキュー例会」「嵐電宴会電車例会」、時には、基本に戻って例会進行や個々の

マナーを確認し、ゲストが見ても気持ちのよい例会にしてゆく等様々な企画を計画しております。

まずは、メンバーが例会を楽しみ、そこにゲストをお招きし、新たな交流を楽しみ、そして、メンバーが増える。

この様な良いリズムで　元気なTOBEになりたいと思っています。

：洪水浩巳
：Wichian Boonmapajorn（タイ）

：Edward K.W. Ong（シンガポール）

：遠藤通寛（大阪泉北）

：高田敏尚（京都）

第20期会長
洪水浩巳
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西日本区大会2015はとっても「交・響・楽」

小幡　弘

6月13日～14日（土・日）　於：ハイアットリージェンシー大阪
出席者：メンバー24名

今回の西日本区大会登録はトゥービークラブから最近で

は大人数の24名登録。DBC先の大阪なかのしまと大阪西

クラブを中心に中西部が企画運営された区大会ですもんね。

さて厳かにスタートした西日本区大会、第2部は各部長

の報告です。畑本部長の晴れ舞台ですが、体調を考えると

非常に不安。ハラハラドキドキしながら畑本部長の順番を

待ち、ついにその時が来ました。10分間という持ち時間は

他の部より多く頂いておりますが、何しろ事業数が多い。

活発な在京18クラブのワイズ活動や京都YMCA125周年と

いう年度ですので当然です。パワーポイント画像に沿って

畑本部長流のウイットに富んだ報告が続く。「う～ん、規定

時間内に終わるか？ヤバイぞ…」という不安が心をよぎる。

案の定時間切れ…

折角、資料データーを提出頂いているにも関わらず、ご紹

介する事の出来なかった在京クラブの皆様、大変申し訳御

座いません。お叱りの言葉を頂くのも至極当然かと。京都

部キャビネットとして深くお詫び申し上げます。

その後、合間の時間を利用しATCのお店で少し喉を潤す

事にしました。普段は閑散としたATC内のレストランは満

員御礼。トゥービークラブのみならず、他クラブメンバー

の来店でスタッフはテンヤワンヤ。そこに少し遅れてやっ

て来た畑本部長。歩き疲れたのかメネットの介助で車椅子

にて登場。驚いたと同時に一同大爆笑です。当の本人は楽

チン楽チンと御満悦な様子でしたよね。

会場までの帰路はお神酒徳利とも言わ

れたZEROクラブの田中光一ワイズが車

椅子を押す。微笑ましいというか複雑な

気持ちにさせられたのは私だけでしょう

か…

いつもの如く総勢780名の懇親会は大盛り上がり。旧交

を深める素敵な時を持つ事が出来ました。引き続き梅田の

DBC交流会会場へ移動し、熊本ジェーンズの面々と飛び入

りのメンバーも参加されての大宴会（詳細は吉田ワイズの

ブリテン原稿でお楽しみ下さい）

翌朝は深酒の名残も有り、重い頭を抱えて再び大会会場

へ。大会二日目は事業ごとに特段顕著な働きをされたクラ

ブが表彰されます。

なんとYサ・ユース事業最優秀賞の栄冠に輝いたのは京

都部在京18クラブ。代表で畑本京都部部長が登壇。京都

YMCA125周年事業への貢献なのでしょうね。

フィナーレは感動の理事・役員の引継ぎ式が厳粛に執り

行われます。次の西日本区理事は大阪泉北クラブの遠藤通

寛さん。私も良く存じておりますが、数々のワイズ職歴を

お持ちの陽気で元気でまっ赤なジャケットの似合う（？）

ワイズメンですよ！次年度も楽しみですね。

何よりも重責を終えられた松本理事、畑本部長を始め次

期に引き継がれた役員の皆様、そして吉田西日本区大会実

行委員長、本当にお疲れ様でした。
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6月14日（日）　於：大阪市内

次ページに続く

西日本区大会後の交流会

吉田真理

まずはじめに今期交流委員長を務めさせて頂くことにな
りました吉田真理です。一年間どうぞ宜しくお願い致しま
す。
6月15日の西日本区大会終了後、熊本ジェーンズクラブ
のメンバーさんと交流の時を持ちました。会場のハイアッ
トリージェンシー大阪から法善寺横丁にバスで場所を移し、
がんこ法善寺店で例のごとく乾杯！会話も弾む、お酒もす
すむで日本酒の瓶が次々を運ばれておりました（笑）。昼食
後少しお時間があると言う事でジェーンズさんの『美味し
いたこ焼きを食べたい！』とのご希望により食後にもかか

わらずなんばグランド花月周辺まで行き
たこ焼きを堪能いただきました。
そのご道具屋筋、日本橋周辺、黒門市
場を散策し楽しい時間はあっという間に
過ぎてしまいました。ここで大半のメン
バーはジェーンズの皆様とお別れ、溝口
ワイズ、岡本ワイズ同行のもと16時の阿
部のハルカス見学に間に合うようタクシーで出発されまし
た。私もここで皆さんとお別れいたしました。
ジェーンズクラブの皆さんいつも楽しい交流の時間を有
難うございます！またお会いできる日を楽しみにしており
ます♪

6月21日（日）　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者：メンバー27名・メネット6名・コメット4名

引継ぎ例会

安井裕勝

6月21日（日）京都ANAクラウンプラザホテルにて、十九
期から二十期への引継ぎ例会が盛大に開催されました。 
岡本ワイズ夫妻の司会のもと、平山氏のギター演奏と平
松さんの美声でワイズソングを奏でて頂きました。
昨年の「引継例会」でサプライズ入会をして1年が経ち、
例会の中でも大切な例会をドライバー委員のメンバーと企
画、演出を出来てとても光栄な思いで一杯でした。「艶と色
気」を最後まで感じて頂ければと…
アワードの伝達式では1年間の京都トゥービーワイズメ
ンズクラブが頑張ってきた証！そしていよいよ引継式！新
旧委員長、三役、会長並びに京都部役員の皆さまプレゼント

はどうでしたか？涙の演出より、感謝と
エールのチアリーダーのパフォーマンス。
水野会長本当にお疲れさまでした！
締めくくりの前に荒谷委員長御苦労さ
までした。そして洪水新会長これから一
年よろしくお願いします。この一年で京
都トゥービーが大好きになりました。
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6月28日（日）　於：リトリートセンター
出席者：メンバー5名

リトリートセンター夏季準備ワーク

安井基晃

6月28日（日） YMCAリトリートセンターにて夏季準備ワ
ークをメンバー 5名で作業いたしました。前日に洪水会長、
石井ワイズで作って置いた薪をトラックに荷積して頂いた
おかげで当日は朝一から参加出来ました。
最初に保管場所の掃除と整理をし、積んできた薪を並べ
ていくのですが、いつも形が悪い蒔ばかりが残ってしまう

ので、まんべんなく積みあげました。あ
とは廃材などを整理しシートを掛けて作
業終了しました。
次回ワークの時は廃材の辺をもう少し
整理したいと思います。薪割りに参加し
て頂いたメンバー前日参加して頂いた石
井ワイズ、当日参加のメンバーの皆さん
お疲れ様でした。
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フリートーク

自己紹介

ブリテン委員長として

渡邉　聡

20期ブリテン委員長の渡邉です。
洪水会長から委員長依頼の話しを始めて聞いた時、正直

「僕が？」と思いました。
入会して間もない時で、かなり戸惑いました。産まれた
子供の世話で例会やワークなどに出席が出来ない事も多く、
御迷惑をかけないかと会長に相談したところ、「ブリテンは
家でも出来る仕事」「バックアップ体制をとる」と力強い言
葉だったのでお引き受けしました。
とは言え、今まで原稿依頼や編集など全く携わった事が
無いので、何をして良いのかわからないですが、とにかく誰
もが見て面白いと思えるようなものにしていきたいと思っ
ています。
今期は前期に引き続き、「子育て日記」を連載していきま
す。吉田ワイズ、馬場ワイズと渡邉で毎月連載していきま
す。同じ頃に産まれた3人は、1歳を過ぎると成長具合が違
ってくると思います。3人の子供の成長を通して和やかに
なってもらえればと思います。また既に子育てを終了され
ている方も当時を思い出してもらえればと思います。
新たな連載①として、最近新しく入られた方を中心に、仕

事の事、趣味の事、いまやっている
Healthyな事など自己紹介を兼ねた「フ
リートーク」をお願いしていきたいと思
います。トゥービーのメンバーがこんな
に楽しい方々だとわかるようなものをと
思い企画しました。出来るだけ楽しくな
るように掲載していただけると助かります。依頼が無くて
も受付しますのでこぞって参加して下さい。
新たな連載②として、「会長のひとり言」をお願いしてい
ます。
他に例会やワークなどの報告は出席されている方はご存
知な事も多いですが、出席されていない方やこれからたず
さわるかもしれない方に興味をもってもらえるような内容
にしたい為に、どのように感じたのかなどの感想を書いて
いただくと楽しくなるのではないかと思っています。
ブリテン委員長からのお願いで、今期は「期日を守って
発行」を心掛けていくので御協力お願いします。
1年間、宜しくお願いします。

新谷嘉啓

私は、東山に在る石屋の次男坊として産まれました。高
校卒業（よく卒業させてくれました…）後、美術系専門学校
に一年行きましたが、当時はまだ珍しかった出来ちゃった
婚で、次男ながら家業を継いで家庭を持つ事になりました。
娘の結婚披露宴、良くある思い出写真のスライドショー、
親に抱かれる娘の姿より抱いている私の姿に大爆笑。真っ
赤なカーディガンに黄色いジャージ、くるくるパーマ頭に
細い眉毛…恥ずかしい！私が親（相手）なら絶対に結婚は
認めません！
そんな私も石屋の5代目として、先祖に感謝しながら仕
事に打ち込んでおります。もちろんお墓も建てますが、私
の店では文字の彫刻を主にしております。サンドブラスト
（コンプレッサーを使い、砂を吹き付けて彫る）という技術
で加工するのですが、皆さんが一度は目にした事のある様
な記念碑、建石にも携わらせて頂いております。埃も出る
し、音もうるさいし、根を詰める結構しんどい仕事ですが、
自分の性に合っているのか、なむなむと何とか続けており
ます。
趣味ですが…、最近は木製のボールペンを自作するのに
はまっています。（そこは石では無く）仕事もそうですが、
細かいちまちました作業が好きなのか、ボール盤や旋盤と

いったいろんな工具を揃えるのが好きな
のか、結構気に入ってやっています。
それとギターが好きで、全然弾けませ
んがその造形が魅力的で、少ないですが
幾つか（年代物）持っています。演奏家に
すれば邪道かもしれませんね…。でも好
きだから仕方が無い！
今回、皆さんの仲間入りをしてまだ数ヶ月ですが、楽しく
参加させて頂いております。まだまだわからない事だらけ、
言葉だらけですが、温かく見守ってやってください。私は
誉められて伸びるタイプですので宜しくお願いします。



【7月第一例会】定時総会／ANAクラウンプラザホテル京都 19:00～21:00

第20期役員会／京都YMCA 19:30～21:00

【7月第二例会】アジア地域大会直前アワー／白河院 19:00～21:00
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子育て日記 20期 第1号！

26日で1歳の誕生日を迎えました
(^v^)
選び取りでは、筆・金・そろばん・
はさみ・鍋・米の中からお米を選
びました。 将来食べ物には困らなさ
そうです。 一升餅も背負って、つか
まりながら歩きました。 よく頑張り
ました！（馬場）

6月18日で1歳になります。 最
近は『おっす！』と言うと写真
の様に手を挙げて笑ってくれま
す♪お会いした時にでも時にや
ってみて下さい（笑）今期も子
育て日記お楽しみに～！宜しく
お願い致します。（吉田）

1年1ヶ月になりました。
少し前までは歩くのも2～ 5歩程
度でした。 ハイハイが出来なか
ったのに、いまでは部屋の端か
ら端まで歩いています。 つまず
いたりしますが、手を突いて踏
ん張っている姿に頬が緩みます。
（渡邉）

・仕事などで忙しいとは思いますが、ブリテン原稿依頼は嫌がらずに受けていただけるようにお願いします。(^^)（渡邉）

・今期ブリテン委員の古田です。1年間よろしくお願いいたします。6月28日に子どもが結婚しました。

　これで我が家も　新婚生活ですか？……（古田）

・今期ブリテン委員会担当三役の伊藤剛です。ブリテン毎号お楽しみに！（伊藤）

後 記編 集

7月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞Kick-off　EMC-MC

7月

8日

15日

22日

（水）

（水）

（水）

EMCはCME。まずC（Conservation意識高揚）でクラブの例会を充実させましょう。

クラブの特性に合った増員計画と、ドロップを食い止める工夫をしましょう。

合同例会で交流と士気を高めましょう。
小野勅紘EMC事業主任

3日 安井 基晃

8日 洪水 浩巳

11日 徳永 栄治

16日 国松 義之

24日 水野 充弘

会長の独り言

50歳の会長デビューです。
トゥービーを楽しむぞー！


