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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

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

「20 期を振り返って」
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洪 水 浩 巳

安 井 基 晃

小 幡 　 弘

城 戸 誠 之

伊 藤 　 剛

田 中 和 幸

今期の会長主題「Healthy」を掲げてスタートを切り、メンバーの皆様のご協力でここま

で終えることが出来ました事に感謝の気持ちでいっぱいです。

トゥービークラブを元気にするために私の少々強引で前例のない例会を企画実行させ

ていただいたのですが如何でしたでしょうか？

少しでもワクワクしていただけたら成功だと思いますし、そこに来ていただいたゲストの方にもトゥービー

クラブのいいところを感じ取っていただいたと思います。

そして確認したいのですが、メンバーの皆様の健康状態は良くなりましたか？

会長である私が自ら健康にならなくては説得力が無いのでマラソンを始めました。

フルマラソンに2度挑戦し完走出来たのもそんな意地があったからがんばれたのだと思います。

元気に健全に（？）なったトゥービークラブを次期安井会長にバトンタッチをして20周年青木会長に繋げ

たいと思います。

ありがとうございました。

：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）

会長　洪水浩巳
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5月第一例会「ゲストスピーカー例会」

5月11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23名・ゲスト3名・コメット1名

今注目のスポーツと言えばラグビー。本日のゲストスピ

ーカーの綾城高志氏は、オリンピック競技にもなった7人

制ラグビーで、女子チーム『ラガール7ウエスト』を率いる

監督をされています。もちろん、現役時代は東山―同志社

―神戸製鋼で華々しいご活躍！

…その中で、入らないキックが生んだ奇跡のトライ話や、

偉大な先輩平尾キャプテンの指導力の

すごさ話等々、仕事にも生かせる興味深

いお話が盛り沢山でした。（質問タイム

では、女子の監督は大変ですよ、面倒く

さくて…と本音もポロリ）

やっぱりスポーツは良いですね～。

オリンピックに向けて楽しみがまた一つ増えました。

新谷嘉啓

5月第二例会「宴会電車例会」

5月25日（水）19:00～21:00　於：嵐電
出席者：メンバー25名・ゲスト7名

今回は嵐電を貸し切って電車例会を行いました。

四条大宮駅の改札を入ると、停車している電車の行き先

案内に「貸切」と表示されており、電車の写真を撮ったりと

例会開始前から雰囲気が盛り上がってました。

席につくと村山ワイズのアナウンス前から飲む方もいて

普段とは違う例会だなと感じました。

移動中は席を立つことができませんで

したが、その分近隣の方と交流されてい

た様子でした。

嵐山駅で停車中にはゲストの大石さ

んが自身のイベントのPRを行ったりと

ゲストの方も有意義な時間を過ごされている様子でした。

宮田雄輔
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5月22日（日）6:00～16:00　於：賀茂川河川敷
出席者：メンバー9名

第12回 京都YMCAインターナショナル・チャリティーラン2016 in かもがわ」サポート

いや～暑いですね。今回は5月22日に開催された「第12

回 京都YMCAインターナショナル・チャリティーラン

2016 in かもがわ」のサポートに参加してきました。

テントの設営、電気配線、パンの出店、コースの審判で

tobeからの参加者は9名でした。早い方は朝の6時過ぎか

ら参加でお疲れ様でした。当日は晴天で気温もドンドン上

昇し、30度超えてかなりの日焼け日和。コース審判の受け

持ち場所は出雲路橋と葵橋で、審判というよりは応援オッ

サンはランナーに心からの声援を送っていました。勿論、

男も女も若い人もそうでない人にもですよ～～！？

私は半袖のポロシャツにアームカバ

ーをしていたのですが手首から先だけ

が焼けて、ゴルフ焼けの逆パターンの、

ますます変なオッサンに磨きがかかり

ました。

パンの出店は私たちのパンとお隣に

ドーナツ、その隣にパンと、パン祭りみたいになってしまい

ましたが、TOBEのブースが一番早く売り切れになり、さす

がに俺たちは持ってるぜー的な空気が漂っていましたが、

大会の最後の抽選はかすりもせず。

その後の「やたいや」での足洗も楽しくおわりましたよ～

平岩　弘

　今期は次期会長を務めますので一年

間クラブについていろんな事を学ぼう

と思いましたが、あっという間に一年

が過ぎてしまいました。今期は会長主

題が「healthy」なので何か健康にいい

ことを思いましたが、逆に 4キロも太っ

てしまい自分の意志の弱さに幻滅して

おります。

今期終盤ですが、このブリテンを書き終えた時点から禁

煙を始めます。ひょっとしたらまた挫折してるかもしれ

ませんが？

会長、三役、委員長の皆様一年間お疲れさまでした。

副会長・次期会長
安井基晃

　会長主題「Healthy」な一年間。

ココロと身体の健康は今期に限った事

ではない。

Healthy な例会企画が目白押しの第 20

期。「何故煙草が美味しいのか」という

禁煙促進を一味違った切り口からの土

井先生の講演。そんな例会が開催され

たにも関わらず、禁煙出来なかった自分に「喝！」

今一度禁煙チャレンジしようかな、ちゃっとでも…　

副会長
 小幡　弘

2 0 期 を 振 り 返 っ て
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外部書記
伊藤　剛

会計
田中和幸

Yサ委員長
青木禎一郎

CS委員長
若井克俊

EMC事業委員長
村澤

ファンド委員長
平岩　弘

　トゥービークラブ入会以来初めて外

部書記をさせて頂きました。

洪水会長の主題「Healthy」！

健康なくして遊びも仕事も十分に楽し

むことはできません。

禁煙にチャレンジするメンバーや運動

を始めたメンバーなど、健康を意識す

るきっかけとなった良い１年であったと思います。

会長をはじめ、三役、委員長、メンバー全ての皆さん、

ありがとうございました。

次期も健康的にワイズを楽しみたいと思います！

　1年間、会費のお支払いなど、お
世話になりました。
第 20 期もあとひと月となり、ほとん
どの事業は終わろうとしています。
が、会計の業務はまだまだこれから
です。各種費用の清算、決算書の作成、
そして会費の徴収です。
第21期会計へのスムーズな引継ぎのため、
今期の会費は 6月中に必ずお納めください。よろしくお
願いいたします。

　第 20 期の Yサ委員長の青木です。

今期を振り返ってみて思ったことを少

し書いてみます。

まず事業としては数が多いと思いまし

た。個人的なスタイルとしては数より

も質が大切だと考えてますので少し減

らして中身の充実に力をいれればよ

かったと反省してます。

子供夏祭りや車椅子駅伝などすばらしい経験ができたの

はよかった点だと思います。

これからも前向きに事業に参加したいと思いますのでよ

ろしくお願い致します。

　おはようございます。

20 期の CS 委員長若井克俊です。

今期の活動が例年の CS活動と同様に

出来たかわかりませんが、参加の呼

びかけのチラシにお姉さんの画像を

使ったり、とにかく自分自身が楽し

んで出来る活動が出来たので healthy

を達成出来ました。

TOBEの皆さん有難うございました。

　第 20 期 EMC事業委員長の村澤です。

今期を振り返ってということですが、

難しい事業でしたというのが実感です。

前期後に多くのドロップがあり、寂し

い思いで今期のスタートを切ることに

なりました。

EMC活動としては、原点に戻り地道な

積み重ねとその継続が不可欠という方針で進めてきました

が、想定していたものとはかけ離れた結果となり、残念な

思いです。活動方法としては、前で旗を振るというような

面でも進めていく必要があるのかと思ったのですが、それ

を実現するための体制をつくる工夫が足りなかったと反省

しています。個人的には、EMCということを真摯に考え

た 1年間となりました。EMC事業は、メンバーお一人お

一人のご協力のもとに成り立っています。

EMC委員会へのご支援、1年間有難うございました。

来期も EMC事業をよろしくお願いいたします。

　会長の主旨である他クラブとの交

流やアジア大会への出店ができ意義

のあった年だと思います。

新しい取り組みとしては CS事業より

クッキーファンドの提供、ファンド

オークションでは大変盛り上げて頂

き感謝しております。

最終的に目標金額を達成できませんでしたが、皆様に支

えられご協力をいただきありがとうございました。  
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交流委員長
吉田真理

ブリテン委員長
渡邉　聡

ドライバー委員長
溝口　誠

次々期会長選考委員長
水野充弘

ビジョン委員長
古田裕和

YMCA連絡主事
藤尾　実

　まずは洪水会長 1年間お疲れ様でし

た。また三役、役員の皆様もお疲れ様

でした。

ふりかえってと言う事ですが、期末で

休会せざるおえなくなり、年間職務を

全うできなかったことについて申し訳

なく思っております。

8月からまた復帰する予定でおりますが、その時期には

いよいよ 20 周年記念例会まで 1年と本格的に動いてい

かないといけないと思っております。

トゥービークラブ一丸となって 20 周年を盛り上げてい

けたらと考えておりますので、皆様ご協力宜しくお願い

致します。

　初めて委員長の話しがきて、戸惑

いながらも皆さんに助けていただい

て進めてられたと思います。

1年間あたふたしましたが充実した

今期でした。今回はただ原稿をまと

めただけかもしれませんので、構成

を充実させてもう少し楽しい企画も

出来たら良かったと今では感じています。

それはまたの機会までに考えるとして、いつもよりもた

くさん投稿をお願いした皆さんありがとうございました。

　今期 1年間、お付き合い頂いてあり

がとうございました。

はじめてのドライバー委員長を一応無

事に終えることが出来そうで、ほっと

しています。

あと僅か、最後の引継例会までよろし

くお願いします。

　自身の会長期を終えての 20 期でし

た。次々期会長選考委員長としての

1年間、実際には上期で終わっちゃ

いましたけどね。

20周年の時の会長を選ぶという事で、

通常の期より前倒しで選出させてい

ただきました。

青木次々期会長には、がんばってもらえることと思いま

す。

それには、選んだ委員長として全力でフォローできれば

と考えています。

　今期ビジョン委員会としては次々期

に迎える 20 周年の準備をスタートさせ

ることを第 1の目標として進めてきま

した。その結果周年例会実行委員長も

決まり、20 周年実行委員会が今期から

スタートすることができ第 1目標は何

とか達成できたかなという感想です。

　今期は、会長の主題「Healthy」に

尽きます。カッコいいトゥービーに

似つかわしくない主題と、最初は思っ

ていました。が時を重ねるにつけ、

カッコよくあるにはまず「Healthy」

でありきと実感しました。おかげで

YMCA6 階事務所まではエレベーター

を使わず、階段で上り下りする習慣がつきました。

感謝です。
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子育て日記 20期 第11号！

先日2歳の誕生日会をしました。 か
ぶりものはどうやら嫌みたいです。
下の子と言うことか、良く喋ります
し、少し前には絵本を読んで聞かせ
てくれました(^^)。 また 「昨日な
～リンゴ食べてん！」 って教えてく
れました。 が、いつ食べたのかわか
らないです…（渡邉）

最近髪の毛をロン毛にしよう
か、ザックリ丸坊主にしよう
か悩んでおります‥
寝てる間にやっちゃおっかな
～♪テレッテッテッテ～～ i'm 
lovin' it ！（吉田）

ゴールデンウィークに和歌山にあ
るアドベンチャーワールド行って
きました～。
初めて見る大きな動物にドキド
キ・ワクワクしちゃいました
(^-^)
おっきなライオンは怖かったけど、
パンダは可愛かったし、うさぎさ
んは抱っこできました(´∀`)それ
と、パンダさんになったよ。
（馬場）

・あっという間の1年でした。皆さんありがとうございます。（渡邉）

・今期も1年間ブリテンをありがとうございました。次期のブリテンにもご期待ください（古田）

・いよいよ今期最終号となりました。一年間ありがとうございました！（伊藤）

後 記編 集

6月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞評価・計画

6月

目標に向かって突き進めましたでしょうか。

出来なかったことは次年度に頑張りましょう。出来たことは褒めましょう。
遠藤通寛理事

会長の独り言

6月入会式で新メンバーを迎えることが出来て嬉しいかぎりです。

今期は人数的にも中身的にもクラブが成長できたと思います。

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
 4日　平岩　弘

 9日　吉田真理

15日　田中和幸

6月 8日（水）【第465回6月第一例会】メンバースピーチ例会／ANAクラウンプラザホテル京都

6月15日（水）【第20期役員会】京都YMCA

6月19日（日）【第466回6月第二例会】引継例会／ANAクラウンプラザホテル京都

6月25・26日（土・日）第19回西日本区大会


