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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

コリントの信徒への手紙　二　12章10節

それゆえ、わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まり

の状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、

わたしは弱いときにこそ強いからです。

「20 周年記念例会を終えて」
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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

昨日第22回京都部部会に出席してまいりました。

午前中の評議会から懇親会終了まで沢山のワイズメンにお会いしました。

ご挨拶したほとんどの方から「先日の20周年良かったよ！」と言って頂きました。

20周年記念例会の最後の挨拶でも少し話しましたが、今回の20周年例会のテーマの1つは交流で

した。12年前の熊本ジェーンズクラブさん、10年前の大阪なかのしまクラブさん。トゥービークラ

ブの一つの特徴としてDBC締結をもってクラブ内に良い風がふきます。今回の沖縄クラブさんとの

DBC締結も今後お互いのクラブにとって必ず良い風が吹くと思います。沖縄の皆さん共に研鑽しあい交流を楽しみましょう。

今後とも宜しくお願い致します。

2つめのテーマは、トゥービークラブは、他のクラブがやったことのない例会をするのが毎回のテーマです。

今回の例会は実際の公開ラジオの生番組のような形で企画し、裏方など全てプロの方々にお願いし、メンバー全員がテ

ーブルに着席してホストに徹するということにチャレンジしました。ホテルスタッフさん、DJのしもぐちさんはじめ音響

スタッフの方々にこの場をお借りして御礼申し上げます。有難うございました。

またこのブリテンを読んで頂いておりますトゥービークラブの20周年記念例会にお越し頂きました全ての方々、

メンバー、メネットに感謝致します。有難うございました。

また今後もこの仲間と30周年、40周年と成長していきたいです。宜しくお願い致します。

：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）

20 周年記念例会
実行委員長
吉田真理
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8月第一例会「20周年記念例会アワー」

8月9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24名

馬場昭宏

8月第二例会「20周年記念例会」

8月26日（土）18:00～21:00　於：ANAクラウンプラザホテル京都
出席者:メンバー27名・ゲスト2名・メネット10名

竹中重治

8月の第一例会は、20周年記念例会アワー例会が行われ

ました。8月の第二例会に20周年例会を控え、今まで決ま

ったことの報告や20週年例会当日のメンバーの動きなどが

確認されました。

メインプログラムは実行委員長が進行をして、初めは事

務局の報告からでした。現在の例会登録状況・アピール状

況・未登録クラブの報告がありました。また、未登録クラ

ブへの状況確認担当などが伝えられました。

その後は、プログラムチームから26日当日のタイムテー

ブルの説明がありました。当日の集合時間やリハーサルの

時間等が確認されました。続いて、例会

のプログラム及び例会内でのメンバー

の動きが説明されました。

続いては、交流委員会より26日の二

次会について。それと、27日のDBC交

流に関しての説明がありました。

最後に衣装チームより例会当日の服装について説明があ

りました。

今回の例会は20周年記念例会の報告だったので、詳しく

は20周年記念例会のブリテンを確認していただければと思

います。

トゥービーワイズメンズクラブの20周年記念例会が、8

月26日、ANAクラウンプラザにて開催されました。

当日は、200名を超える人に来ていただきました。

皆様、ありがとうございました。そして、当日まで準備を

入念に行ったトゥービーワイズメンの皆様、お疲れさまで

した。

当日の様子を少しばかりお伝えします。

まずは、オープニングです。メンバーが写真付きでワイ

ズ歴と共に紹介されました。『プロフェッショナル仕事の流

儀』でおなじみの音楽と相まって、雰囲気のあるメンバー

紹介でした。

ワイズソング斉唱の後、青木会長及び

御来賓の挨拶と続きました。

そして、「今までになかったことをや

ろう」という意思のもと考案された

DBC締結式が行われました。沖縄クラブ様と新たにDBCを

締結しました。当日来ていただいた方の芳名録が、DBC締

結の証人録になるというサプライズもありました。

その後、食事歓談タイムへと流れ、沖縄クラブ様の三線演

奏もあり、大いに盛り上がりました。

次ページに続く

当日はメンバー自身も楽しむという趣旨でしたので、来

ていただいた方だけでなく、メンバー自身も楽しめる会と

なりました。

私はトゥービーに5月に入会したばかりで、まだまだ分

からないことだらけですが、「トゥービーだからこんな記念

例会ができるんだよ。」「さすがトウービーだね。」というお

言葉を掛けていただき、いいクラブに入会できたと感じた

とともに、トゥービーに貢献できるように頑張ろうと改め

て思いました。
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安井基晃

「DBC交流」

8月27日（日）　於：京都市内観光
出席者：メンバー5名 20周年記念例会の翌日、ジェーンズク

ラブと沖縄クラブと京都観光の交流を

しました。

参加人数は総勢30名、前日の疲れが

残っている中、祇園閣～昼食～島津製作

所そして沖縄クラブさんと千代盛さん

とは京都駅でお別れし、伊丹空港にジェーンズクラブを送

迎しました。

私は前日の撤収した材木を午前中に引き上げ、昼食の豆

屋源蔵から参加し島津製作所の時にはお土産を買いに行き、

一緒にいる時間が少なくて観光の内容はあまり知りません

が、ジェーンズクラブはやっぱり元気でした（特に上田さ

ん）前夜祭から3日間ずっとお酒のんで、楽しかったですが、

ちょっと疲れましたね。

交流の段取りしてくれました伊藤交流委員長お疲れ様で

す。青木会長周年終わりまして、燃え尽き症候群になって

る暇はないですよ、引き続き楽しんで行きましょう。

竹村亜沙美

新メンバー紹介！

この度クラブの仲間入りさせていた

だきました竹村亜沙美です。

先日、ワイン会をさせていただき本

当にありがとうございます。皆様に盛

り上げていただいて、最高に楽しかったです。

私は、昔からワインが好きで、以前は遠くまで限定のワイ

ンを買いに行ったり、ワイン会に行ったりしていましたが、

最近は忙しくてなかなか行けないので、珍しいワインとか

コレクションするのが趣味になってしまいました。いつか

売ろうと思いながら出せないまま沢山眠っています。

メンバーの方々には、いろんなお話しや、それぞれのお仕

事の事、楽しい方ばっかりで、とっても刺激をうけています。

どうぞ宜しくお願い致します。


