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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

マタイによる福音書6章34節

「明日のことまで思い悩むな。

　明日のことは明日自らが思い悩む。

　その日の苦労は、その日だけで十分である」

「10 月は BF・EF強化月間って知っていましたか？」

■9月例会出席　
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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

そういえば詳しくは分かってない僕･･･。

いい加減、理解しろ！って言葉が飛び交う事を承知でブリテンを書きます。BFはBF代表や国際役

員の公式旅行の為にワイズメンの気持ちで積み立てられている献金ですが、うちのクラブは使用済切

手を集めるのではなく、1500円／人を目標に上げています。今期は会長の意向もあり、一人も欠ける

ことなく、趣旨を理解したうえで参画して、皆様のご協力宜しくお願いします。またEFは国際ワイズダム発展のための特

別基金として集められていますが、クラブとしてはアピール程度にとどめています。

ワイズメンの思いが詰まった資金はワイズのため有意義に利用してもらえていることでしょう。もっともらしく書きま

したが、世界と繋がるブラザーフッド資金で一歩づつワイズメンの一員になっていく気がします。えっ？まだわかってな

い！と思われた方、優しく教えてくださいね。さて、ファンド商品はいかがですか？これからも皆さんに喜んでいただける

ような商品をそろえていきたいと思います。今後は、たんかん・みかん・お米・黒豆ポン酢・豚肉・牛肉、そして沖縄商品

など食品中心ですが皆さんのご協力をお願い致します。

：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）

ファンド委員長
渡邉　聡
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9月第一例会「京都部部会」

9月10日（日）15:00～20:00
於：ウエスティン都ホテル京都　出席者:メンバー24名・メネット1名

小幡　弘

9月第二例会「ゲストスピーカー 村山祥栄」

9月27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・ゲスト1名

岡本就介

All Hands on Deck ！竹園京都部長の唱えるテーマに則り

京都部部会がスタートした。

荒海を航行するイメージはパイレーツ・オブ・カリビアン。

ワイズメンズクラブという船にワイズの面々が同じデッキ

の上で一致協力し大海原を進む。そんな竹園部長の熱い思

いが込められている。

クラブの垣根を超え、他クラブの皆様

との繋がりの時を持つ事が出来る企画。

それが第2部のDIG（災害図上訓練）で

ある。配席もクラブ単位ではなく、生活

している地域ごとに分けられている。

今までお話もしたことのない方々と、今後懸念される大災

害に対する対応策を話し合うというワークショップである。

巨大な住宅地図を囲み、大災害に立ち向かう方法をイメー

ジし、其々の地域でワイズメンとして何が出来るのか、何を

すべきかを意見交換の時を持つ。自主防災を考える上で地

域の協力は必要不可欠。ワイズメンとしての誇りを持ち家

族や地域住民を守る行動する事の大切さ「絆」を実感させ

られた。

第3部の懇親会ではDIGの配席のまま他クラブの皆さん

との素敵な交流の時間を持つ事が出来た。JAZZオーケスト

ラ「ADONIS」の圧巻のステージに酔いしれ、お酒も進みあ

っという間に京都部部会はお開きとなった。

ZEROクラブの皆さん本当にお疲れ様でした。素晴らし

い部会でした。

トゥービークラブのファンド物販も皆様のご協力により

クッキー・ラスク・ハイビスカスドリンクも完売する事が

出来ました。ご協力有難う御座いました。

例会プログラムの一つにメンバーによるスピーチがあり

ます。それぞれのメンバーは当然のことながらそれぞれの

仕事においてプロフェッショナルです。仕事に限らず趣味

や諸活動の話であっても、それは本やネットからの受け売

りの知識ではなく、実体験に基づくもの。生の経験談やノ

ウハウ、裏話などを聴くことが出来る、プログラムの中で最

も好きなものの一つです。9月第二例会は『だまされない

ニュースの み・か・た』と題した村山ワイズのスピーチで

した。

冒頭、「最近は凄惨なニュースが多く、物騒な世の中にな

ったと言われてますが、殺人事件はここ

60年でどれぐらい増えたと思います

か？」と質問。5倍？ 10倍？　「いやい

や実は1／ 3以下に減ってるんですよ。

昔は殺人が多かったからニュースにな

らなかった。減ってきたから、非日常的だからこそ報道さ

れるようになってきたんですね」。

巷に溢れるニュースに対して雰囲気だけで判断せず本質

的な問題はどこかを考えましょうという趣旨に沿って、日

本の少子高齢化、北陸新幹線の延伸、京都の観光都市人気ラ

次ページに続く

ンキングなど、京都に暮らす我々にとって身近な話題を別

の「み か た」で切り取って行く興味深いスピーチでした。

また今月めでたく還暦を迎えられた小幡ワイズを例会内

でお祝いしました。ドライバー委員会のサプライズでパイ

（泡）をぶつけられて手荒い祝福を受けた小幡さん。

サプライズと言いながら、汚れないようビニールシート

を敷いたり雨ガッパを着せられたりしている間、ちゃんと

待ってる小幡さんがなかなか可愛かったです。おめでとう

ございました。
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小幡　弘

薪搬入ワーク

9月24日（日）
於：リトリートセンター　出席者:メンバー6名

9月24日に薪搬入ワークを行いました。

一度6月下旬に行っているので、今年二度目の薪搬入で

した。

例年年一回行っていたワークですが、今春リトリートセ

ンターの橋工事を行ったことで大型バスの入場が可能にな

り利用者が増加しました。それに伴い我々が提供している

薪の利用量も増え、今後の薪不足が予想されるため再度薪

を搬入しました。

リトリートセンターへの薪の運搬は青木会長にダンプで

行って頂きました。

そして、以前割った薪だけでなくけや

きの薪も提供してくださりました。け

やきは一本一本かたちが整っており、硬

さがあったのでスムーズに結束するこ

とができました。一つ一つの結束が整

っているので小屋に並べたときも見栄えが非常に良かった

です。
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も好きなものの一つです。9月第二例会は『だまされない
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冒頭、「最近は凄惨なニュースが多く、物騒な世の中にな

ったと言われてますが、殺人事件はここ
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また今月めでたく還暦を迎えられた小幡ワイズを例会内
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最終的に2つの薪小屋がいっぱいになるくらいに薪を置

くことが出来ました。今期はバーベーキューサイトを増設

し、ますます薪の需要は高まりますが今回の薪搬入で来年

まで十分に持ちこたえられると思います。今期は何かとリ

トリートセンターに行く機会があると思います、その際は

今回のワークの結果をご覧あれ。
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ー   交流委員会からのご報告   ー
前期から計画を進めてまいりました新たなIBC締結に

向けての動きが一歩前進しました！

大阪西クラブの小山ワイズ、台北A-Listクラブの皆さん、

周さん、ありがとうございました！


