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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

イザヤ書　2章4節

主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは
剣を打ち直して鋤とし槍を打ち直して鎌とする。国は国
に向かって剣を上げずもはや戦うことを学ばない。

「All Hands on Deck ！」
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青木禎一郎

溝 口　　誠

小 幡　　弘

水 野 充 弘

馬 場 昭 宏

新 谷 嘉 啓

今期部長を務めさせせていただきますZEROクラブの竹園です。

トゥービークラブさんとは親子クラブ関係にあります。ZEROクラブは全てと言って良いほど基本

形は貴クラブさんから受け継いでいると思います。

ですから、良いところも悪いところも同じ部分があると思います。悪いところよりも、良いところ

でお話しをしたいと思います。それは、いかに楽しくワイズの活動をするか、どれだけ一致団結出来

るか、団結するにはどうしたら良いのかと言った点を楽しみながら考えているクラブさんだと思います。

また、YMCAサービス活動や各クラブの周年記念例会、部会などに参加され、常にワイズに関わっておられるメンバーが

多い事が他クラブからも信頼があるのだと思います。EMCで言えば自クラブが楽しく前向きにチャレンジし、しっかり達

成出来るクラブであれば人は寄ってきてくださると思います、それがトゥービークラブだと思います。

 何事にも前向きでいれば反対意見が出ても次の段階に持って行けると思います。

こうした話し合いが楽しくどんどん変化していって良いものになっていくと思います。

ワイズメンズクラブとは、会歴の年数に関係なく意見を出し合えるクラブです。

今期の様にリーダーシップのない部長の期ほど、クラブの垣根を越えた交流を持って次に前進するのだと思います。

すなわち、今期部長をさせて頂く事は必然であるのではと思えるようになりました。

部長主題は「All Hands on Deck ！」です。副題が無いのは、色んな捉え方が出来るからです。今期511名のメンバーの力を

発揮する時ではないかと思っています。皆さん本当にお忙しいと思いますが、どうかお力添えをお願い致します。

：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）

京都部部長
竹園憲二
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7月第一例会「定時総会」

7月12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26名

竹村亜沙美

7月第二例会「納涼例会」

7月26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20名・ゲスト4名・メネット2名

村山祥栄

この日はANAクラウンプラザホテルにて、青木新会長期

初の定時総会！！

ホテルからシャンパーニュを出していただき、お祝いム

ードの中、テーブルには資料が並び、21期事業報告、決算報

告、例会ワーク出席記録、そして22期議長選任、書記選任、

定足数確認、諸報告、議案審議と、予算の話し合いや、細か

い数字が並び、気持ちが引き締まる想いでした。

出張でなかなかお会いできなかった若井ワイズ、そして、

佐藤正久ワイズも駆けつけてくださり、

数字と向き合い、意見を出し合い、そし

て青木新会長の今期の志しは、とても熱

意の感じられるスピーチで、会長筆頭に、

ワイズメン1人1人の各役割、責任感の強さにビックリ感動

してしまいました！！

20周年の装いも決まり、今期も素敵な期になるよう、真

剣に話し合った一夜でした。

暑い日が続きますが、皆様お元気でしょうか。

うだるような暑さの日が続きますが、この日は珍しく暑

すぎず、涼しすぎずの納涼例会にはもってこいの最高のビ

アガーデン日和。多くのゲストにもお越し頂き、酒の力も

借りて盛り上がりました。

開放感溢れる青天井の会場、美味しいビール（私事です

が久々に例会でビールを飲みました）何度も繰り返し席替

えを段取りして下さり、色々な方と交流

を図れて実に充実した例会だったと思

います。

いよいよ、20周年も目前！この盛り上

がりをもって大いに成功に導きましょう！！

「恐縮ではございますが」が板についてきた青木会長、宜

しくお願いします！！
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宮田雄輔

「薪割りワーク」

6月25日（日）　於：吉田ワイズの工房
出席者：メンバー5名

青木会長期初のワーク　薪割りワークを吉田ワイズの工

房で行いました。

当日の天気予報は雨だったので作業が出来るか不安でし

たが、曇り空だったため屋外のワークには最適な気候でし

た。事前にメンテナンスを行っていたためか、ワーク中薪

割り機が止まることなくスムーズに薪割りを行うことが出

来ました。そして薪割り、薪の結束と作業分担したため午

前中で予定していた薪割りがほぼ完了しました。

お昼に青木会長準備のバーベキュー

を楽しみ後片付けを行いました。

ちょうどお昼からは雨が降ってきた

のでタイミング良く終われたかなと思

いました。久しぶりに肉体労働をした

ので明日は筋肉痛かもしれません。

昨年も参加していたので、ワーク内容はわかっていまし

た。しかし、途中参加・帰宅も自由で毎回参加メンバーも

変わるので一度ならず何度参加してもワークは楽しいと感

じました。

田中和幸

「府立医大子ども病院夏祭り」

7月12日（水）　於：京都府立医大病院
出席者：メンバー12名

7月12日、毎年恒例になっている府立医大子ども病院の

夏祭りが開催されました。

長く病院生活を続けられている子供たちに夏祭りを経験

させてあげようと始まったこのイベントは今年で14回目を

迎えます。

例年と同じ様に、南観音山のお囃子、

YMCAのボランティアリーダー達のゲー

ムコーナーに加え、トゥービークラブは

スマートボール、ヨーヨー釣り、当ても

の、似顔絵を出店しました。

午後2時頃から準備にかかり、午後3時から祭りが始まり

ます。今年は午後3時から45分毎の2回に分けて子供たち

次ページに続く

が遊びに来ます。外の屋上では南観音山の生のお囃子を聞

いたり、鐘や太鼓の叩かしてもらったりしながら子供たち

はゲームを楽しみます。病気の状況により屋上へも出るこ

とが出来ない子供たちは屋内でのゲームを楽しみます。

恒例となっている似顔絵は希望者が多く、今年は事前に

時間予約をしていただき順番に似顔絵を描いてもらってい

ました。似顔絵を希望されていたのに希望に添えなかった

子供たちには申し訳ありませんでした。

お開きの時間となり、院内に居ても、祭り会場へ出てこれ

ない子供たちへと、ヨーヨーやおもちゃを病院スタッフの

方々に託し、後かたずけの後、帰路につきました。

例年と比べ、子供たちの来訪を2回に分けたこともあっ

てか、お祭り会場が込むこともなく無事にお開きとなりま

したが、子供たちで混み合う賑やかさが乏しかったかなと

思いました。

子どもたちをサポートして下った病院のスタッフの皆さ

ま、南観音山のお囃子の皆さま、YMCAのボランティアリー

ダーの皆さま、似顔絵を描いたくださったルーシーさん、そ

して平日の昼間にも関わらず参加してくださったメンバー

の皆さま、お疲れさまでした。
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桶谷雄一

新メンバー紹介！

二十歳までは、調理師の世界で働いていましたが断念し

た後、近所の電気工事店に就職させていただき、二十八歳ま

で修行させていただき、おけたに電工を開業させていただ

きました。

父親の車好きがうつって、二十歳に購

入した平成三年式のクルマに未だに乗

っています。最近、エンジンを載せ替え

してパワーアップしたのは、嬉しいです

が、あちこち故障して難儀してます。笑

本業の電気工事は、従業員2人で主に

木造の新築、リフォーム、エアコン、アンテナなどの工事を

頑張ってさせていただいてます。

これからも、TOBEクラブに少しでも貢献できるようにが

んばり ますので応援よろしくお願いします！

有限会社 おけたに電工  代表取締役   桶谷雄一
昭和49年 10月22日生　O型　天秤座
出身校　春日野保育園 ～日野小学校 ～春日丘中学校～
東山高校～大和調理師専門学校
～ブライトンホテル～沢田電気工事
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