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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

箴言 27章17節

鉄は鉄をもって研磨する。

人はその友によって研磨される。

「2017 年の自分らしさと取り組み」
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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

今期を振り返って本当にあっという間の一年でした。会長期になるまでが長く感じ、期が始まると

もう終わりやなって感じです。次期が20周年なので、いい形で次期にバトンを渡せたら思っていまし

たが、自己評価としては50点くらいかな。三役、委員長が頑張っていただいたので、何とか今期終え

ることが出来ましたが、終わるころになってもっとクラブのアップデートが出来たのではと思ってい

ます。以前にCS委員長やった時もそうでしたが、事業に参加するメンバーが少ないのはこれからも悩

みのひとつでしょうね。今期ずっと言っていましたが、メンバー全員が忙しのは分かっているのです

が、最初から最後までの参加が難しかったとしても少し顔を出すだけでもいいと思います。委員長はじめ参加されてるメン

バーはうれしいと思います。YMCAのサポートや地域奉仕も大事なことですが、事業に参加してメンバーや参加している

色々な人との交流が大事だと思いますので、これからの事業の参加お願いします。今期例会は大きなプログラムが出来ませ

んでしたが、いい例会が沢山できたと思います。プログラム変更など沢山ありましが、ドライバー委員会が臨機応変にして

いただいたお陰で凄く感謝しています。

新メンバーも3名増えました、今期ギリギリでしたがいい入会式もでき良かったです。

やっぱり今期は務さんがお亡くなりなったのは一番のショックです。務さんが参加して頂けるだけでいい雰囲気になる

しとても残念です。

三役、委員長、メンバーの皆様一年間本当にありがとうございました。

とても自分にとってもいい一年が送れたと思います、これからもクラブ生活楽しんでいきたいと思っていますので、宜し

くお願い致します。

：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 期会長
安井基晃



：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）

Bulletin 2017 JUNE 2

5月第一例会「メネット例会」

5月10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10名・メネット5名

5月の第一例会は、メネット例会として、メネット企画に

よる「社交ダンス体験講習」でした。講師として、ウエスト

クラブの金澤典子ワイズと京都クラブの倉田正昭ワイズを

お招き致しました。例会参加人数は、ゲスト・メネットを

含め38名と多くの人数の例会となりました。

まず、会長メネットが講師のお二人を紹介して始まりま

した。倉田先生が社交ダンスの成り立ちから、ダンスの種

類について少し説明をされて、助手の方と実演をされまし

た。初めて目の前で見ましたが、滑らかに踊られる姿に引

き込まれていきました。続いて、金澤先生が助手の方と、違

うダンスを披露されました。交代に4種類のダンスを披露

されたのですが、ひとつひとつ違った雰囲気でとても楽し

めました。個人的にはサルサのリズム

が気に入りました。

実演の後は、体験講習ということで、

男女でペアになりダンスの体験をする

ことになりました。ペア分けはメネッ

ト考案の赤い紐を引張りあい、決定しま

した。横一列に並んで、基本の足の動きから習い、最終はリ

ズムに合わせて楽しく踊ることが出来ました。初めは、な

かなか混乱してしまいましたが、一定のリズムを覚えてし

まうと、ダンスらしく踊ることが出来ました。さわりだけ

でしたが、普段では行かないような「社交ダンス」を体験で

きてとても楽しい例会になりました。企画して頂きました

メネットの皆様ありがとうございました。

新谷嘉啓

馬場昭宏

5月第二例会「ビジョンアワー例会」

5月24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

5月の第2例会は、山内さんアワー…ではなくビジョンア

ワーでした。20周年の節目を来期に迎えるTOBEには、と

っても意味のある例会になったのではなかったでしょうか。

委員会で事前に集められたアンケートの集計報告では、

今のTOBEの良さを評価する声と新たな変化を求める声が

入り交じり、行き詰ってる観と、まだま

だ成長過程の伸び盛り観、新たな変革を

望む観などが見られました。

『IDEA of TOBE』　私のような年少さ

んワイズにはわかりやすく、経験豊富な

年長さんワイズにはあらためて見直す再確認の時間になっ

たのでは…。

25周年、30周年と中長期を見据えた確かなビジョンを持

って活動をすることが、意味のある例会となり会員の増加

や内容の充実につながるんでしょうね。

大事ですねビジョン。

来期の国松委員長も『ダムる』をテーマに大いに皆で語

り合おうと気合十分です。

恥ずかしながら『ダムる』って知らなかった私…。

まだまだ覚えないといけないことが山盛りです。

頑張らねば。

次ページに続く
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田中和幸

「嵯峨野、穂垣補修ワーク報告」

5月14日（日）　於：嵯峨野　席者：メンバー4名

5月14日（日）嵯峨野にて穂垣補修ワークが行われました。

このワークは数年前より継続しているワークであり、嵯峨

野周辺にてボランティア活動をされている「小倉山百人一

集の会」の活動をサポートするものです。今まで、穂垣補

修や嵯峨野周辺に放棄されているごみの回収をおこなって

おります。今年も嵯峨野・大河内山荘周辺にて穂垣の補修

作業を行いました。

例年はボランティアで大学生が参加するのですが、今回

は学校との調整がつかず、地元で活動されているボランテ

ィアの方々とトゥービークラブのメンバー合わせて10名程

度での作業となりました。

ゴールデンウィーク直後にもかかわらず、嵯峨野周辺は

多くの観光客で賑わっており、散策されている観光客の皆

様に迷惑をかけない様注意しながら作

業を行うのですが、私たちの行っている

作業に皆さん興味を持たれ、立ち止まっ

て写真を撮られる方や、「ご苦労様で

す。」と声を掛けてくださる方等、こうい

った観光地でのボランティア特有の達

成感があります。

今回予定されていた補修区間は約50mほどでしたが、ボ

ランティアの皆さまはもちろん、当クラブのメンバーも例

年行っている作業に付、予定されていた部分の補修を段取

り良く進めることが出来、予定されていた終了時刻を待た

ずに作業を終えることが出来ました。

今後もこのワークは継続されます。多くのメンバーの参

加を待っております。

25周年、30周年と中長期を見据えた確かなビジョンを持
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岡本就介

「かもがわチャリティーラン」

5月21日（日）
出席者：メンバー8名

5月21日（日）、出雲路橋上ルの鴨川公園をメイン会場に

第11回京都YMCAかもがわチャリティーランが開催され、

トゥービーからは安井会長をはじめ、桶谷・小幡・田中・

平岩・古田・山内各ワイズと私、そして安井会長メネット・

コメットの計10名が参加しました。

お天気があまりに良すぎて気温が30度を超える中、トゥ

ービークラブは美味しいと評判のおにぎり屋台を出店。と

ころがこの暑さで、お客さんの足はまず飲み物コーナーへ。

売れ行きが鈍く「あれ？売れ残る？」と不安がよぎりまし

たが、他の屋台への売り歩きも功を奏し

てきれいに完売しました。毎年この大

会のために朝早くから電気の設営に当

たってくれている田中ワイズ、そしてそ

れをサポートした新メンバーの桶谷ワイズも大活躍でした。

大会には693名のランナーと302名のボランティアの参

加があり、トラブルもなく大盛況の内に閉幕して、YMCAへ

の募金総額は300万円を超えました。

来年はトゥービーからランナーも出したいですね！


