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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

詩編　30編6節

泣きながら夜を過ごす人にも

喜びの歌と共に朝を迎えさせてくださる。

「初の委員長を経験して」

■1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

クラブに入会して初めての委員長を担って早くも半年が経ちました。

CS委員会は入会して初めて所属した委員会でしたが、当時初委員長をするとは思ってもいませんで

した。

この半年間に、ワイズデー、乙訓ひまわり園、府立医大小児病棟クリスマスプレゼント等色々な事業

がありましたが振り返ってみるとあっという間でした。

土日の事業が多いにもかかわらず各事業に参加しフォローしてくださったメンバーには感謝の気持ちでいっぱいです。

色々と反省すべき点もありますが自分自身良い経験になりました。

今後もチャリティボウリングや車いす駅伝等の事業があります。皆さんの参加・ご協力よろしくお願いします。

2月の第2例会はTOF例会で乙訓ひまわり園の方がゲストとしてお見えになります。

ひまわり園とはCSではひまわりフェスタへの参加、ファンドではクッキーやラスクの販売を行っています。

ひまわり園が何なのか、何を行っている施設なのかご存知でないメンバーもいると思います。そのようなメンバーに是

非ひまわり園について知ってもらい、ひまわりフェスタへの参加メンバーの増強、ファンドの売上アップに繋げたいと思

っていますのでよろしくお願いします。

：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）

宮田雄輔
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1月第一例会「京都トゥービーワイズメンズクラブ20周年熊本復興支援チャリティー例会」

1月14日（日）18:00～21:00　於：元新洞小学校体育館
出席者:メンバー23名・メネット5名・コメット2名・ゲスト18名

国松義之

2018年1月14日（日）、元新洞小学校体育館に於いて、プ

ロレス例会を開催致しました。

この例会を行うことになったきっかけは、私の長男（ア

スカザワールド）が、大学時代にプロレスサークルに所属

しており、息子の引退試合を見た古田ドライバー委員長が

すごく感動したらしく「どうしてもやりたい例会がある。

それはプロレス観戦例会なんや」という一言からでした。

そこで、現在息子が所属しているプロレス団体『紫焔』に依

頼したところ、快く引き受けてくれ、プロレス例会が実現し

ました。

今回の例会は、いくつかの意味のあるものでした。

20周年期に、記念例会にプラスして行う大きな例会。ト

ゥービーと強い絆で結ばれている熊本ジェーンズクラブを

通して行う熊本震災復興支援チャリティー。廃校となった

小学校を会場とすることによる、周辺地域の活性化。ワイ

ズメン以外の多くの人達が来場することによる、ワイズメ

ンズクラブの広報。そしてEMC活動等、多くの意義のある

例会となりました。

当日は、多くの方々、そしてメンバー・

メネット・コメット全員の協力により、

約240名の来場者があり、用意した席も

満席となり、立ち見が出るほどで、熱気

あふれる例会となりました。また、熊本

からジェーンズの上村ワイズ・前田ワイズが遠路お越しい

ただき、その上、千代盛さんの突然のサプライズ参加もあり、

ジェーンズクラブとのより一層の深い絆を感じました。試

合も大変盛り上がり、終了後には、皆さんから「楽しかっ

た！おもしろかった！感動した！」と口々にお褒めの言葉

をいただくことができました。

ご来場いただいた皆様、募金にご協力いただいた方々、本

当にありがとうございました。

自分勝手ですが、この例会は、トゥービーの歴史に残る素

晴らしい例会だったと、ぼくは思っています。

終了後は、いつものように美味しいお酒を酌み交わし、全

員で労をねぎらい、楽しい夜は更けていきました。皆さん、

お疲れ様でした。

次ページに続く

はじめまして。プロレスリング紫焔のアスカ・ザ・ワー

ルド、そしてコメットの国松 真です。

先日開催させて頂きましたプロレス例会について書かせ

て頂きます。 

まずは簡単に、私が所属している団体のプロレスリング

紫焔（しえん）について。

紫焔は “大阪を盛り上げる”をコンセプトに、代表キアイ

リュウケンエッちゃん（本名：佐原英司）を筆頭に、関西の

学生プロレスサークルOBが集まって立ち上げた社会人プ

ロレス団体です。
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1月第二例会「半期総会」

1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22名

田中和幸

1月24日、1月第一例会は青木会長期の半期を締めくくり、

下期が始まる「半期総会」です。総会に先立ち、グローバル

クラブから3名のメンバーがお越しになり、25周年記念例

会のアピールが行われました。その後、食事をいただき、半

期総会が開かれました。しゃんしゃん総会とはならず、閉

会時刻を20分程延長して、ようやく半期総会が終了しまし

た。どの部分で議論が伯仲したのかは、このブリテン上で

は割愛させていただきます。

総会とは関係ないのですが、この例会にてYサ、CS、EMC

の各委員長が各種献金を集めに廻っておられました。当ク

ラブにおいては各種献金は強制的に集

めるものではないと理解しております。

当然、ワイズメンズクラブのメンバーと

して献金には協力させていただきます

が、献金の意義・使途についての説明を

十分にした上、メンバーに協力を仰ぐスタイルに欠けてい

る様に感じます。特に最近入会されたメンバーは献金の目

的等が十分理解されていないのではないかと懸念します。

また、献金を集める時期にも考慮し、今回のようにすべての

献金を同じ日に集めることを避けてもらいたいと思った例

会でした。

2018年1月14日（日）、元新洞小学校体育館に於いて、プ

ロレス例会を開催致しました。

この例会を行うことになったきっかけは、私の長男（ア

スカザワールド）が、大学時代にプロレスサークルに所属

しており、息子の引退試合を見た古田ドライバー委員長が

すごく感動したらしく「どうしてもやりたい例会がある。

それはプロレス観戦例会なんや」という一言からでした。

そこで、現在息子が所属しているプロレス団体『紫焔』に依

頼したところ、快く引き受けてくれ、プロレス例会が実現し

ました。

今回の例会は、いくつかの意味のあるものでした。

20周年期に、記念例会にプラスして行う大きな例会。ト

ゥービーと強い絆で結ばれている熊本ジェーンズクラブを

通して行う熊本震災復興支援チャリティー。廃校となった

小学校を会場とすることによる、周辺地域の活性化。ワイ

ズメン以外の多くの人達が来場することによる、ワイズメ

ンズクラブの広報。そしてEMC活動等、多くの意義のある

例会となりました。

当日は、多くの方々、そしてメンバー・

メネット・コメット全員の協力により、

約240名の来場者があり、用意した席も

満席となり、立ち見が出るほどで、熱気

あふれる例会となりました。また、熊本

からジェーンズの上村ワイズ・前田ワイズが遠路お越しい

ただき、その上、千代盛さんの突然のサプライズ参加もあり、

ジェーンズクラブとのより一層の深い絆を感じました。試

合も大変盛り上がり、終了後には、皆さんから「楽しかっ

た！おもしろかった！感動した！」と口々にお褒めの言葉

をいただくことができました。

ご来場いただいた皆様、募金にご協力いただいた方々、本

当にありがとうございました。

自分勝手ですが、この例会は、トゥービーの歴史に残る素

晴らしい例会だったと、ぼくは思っています。

終了後は、いつものように美味しいお酒を酌み交わし、全

員で労をねぎらい、楽しい夜は更けていきました。皆さん、

お疲れ様でした。

次ページに続く

私も、元々は立命館大学の学生プロレスサークル【RWF

立命館プロレス同好会】に所属しており、大学一年生の時

に、“人と同じ事はしたくない＋女の子にモテたい”という

ちょっと不純な気持ちからプロレスの世界の門を叩きまし

た。

それから大学4年間、モテる事は決して有りませんでし

たが、どっぷりプロレス漬けの素敵な時間を過ごし、大学を

卒業する時にプロレスリング紫焔から「一緒にやらないか」

と声をかけてもらい、今に至ります。

社会人になった今でも、平日はサラリーマン、休日はプロ

レスラーという日々を送っており、全身筋肉痛、青タンだら

けで出社する事もありますが、おかげでストレスのない生

活が出来てます。 

ボクシングやK-1というような勝ち負けが重要なスポー

ツとは違い、プロレスは勝ち負け以上に、観た人を楽しませ

る事が重要なエンターテイメントスポーツで、どちらかと

いうとショーに近いものです。

老若男女だれが観ても、最後は『楽しかった』と思っても

らえるように、良者レスラーも悪者レスラーも全てのレス

ラーが日々身体を張ってます。

今回トゥービーのみなさんに機会を頂いて開催できたこ

のプロレス例会、熊本の被災者の方々に少しでも元気にな

ってもらえれば。そして、我々プロレスリング紫焔（しえ

ん）が、復興の支援（しえん）に繋がれば、私もレスラー本

望に尽きます。

これからもプロレスリング紫焔一同全力で闘っていきま

すので、応援の程宜しくお願い致します！！

アスカでした！！

次期以降、各委員長様よろしくお願いいたします。

半期総会が終わりましたが、まだ22期の折り返し点です。

あと6か月、まだまだなすべきことがいっぱいあります。

青木会長初め三役・役員の皆さまご苦労様ですがよろしく

お願いいたします。
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1月24日、1月第一例会は青木会長期の半期を締めくくり、

下期が始まる「半期総会」です。総会に先立ち、グローバル

クラブから3名のメンバーがお越しになり、25周年記念例

会のアピールが行われました。その後、食事をいただき、半

期総会が開かれました。しゃんしゃん総会とはならず、閉

会時刻を20分程延長して、ようやく半期総会が終了しまし

た。どの部分で議論が伯仲したのかは、このブリテン上で

は割愛させていただきます。

総会とは関係ないのですが、この例会にてYサ、CS、EMC

の各委員長が各種献金を集めに廻っておられました。当ク

ラブにおいては各種献金は強制的に集

めるものではないと理解しております。

当然、ワイズメンズクラブのメンバーと

して献金には協力させていただきます

が、献金の意義・使途についての説明を

十分にした上、メンバーに協力を仰ぐスタイルに欠けてい

る様に感じます。特に最近入会されたメンバーは献金の目

的等が十分理解されていないのではないかと懸念します。

また、献金を集める時期にも考慮し、今回のようにすべての

献金を同じ日に集めることを避けてもらいたいと思った例

会でした。

松﨑和彦

京都ウイングワイズメンズクラブ30周年記念例会

1月28日（日）
於：エクシブ京都八瀬離宮　出席者:メンバー11名・メネット1名

去る1月28日、京都ウイングワイズメンズクラブ30周年

記念例会は行われました。会場はエクシブ京都八瀬離宮

「コンベンションホール」。少し遠かったですが、素敵な会

場でした。参加人数も多く、盛大な例会となりました。

オープニングは和太鼓。「漢」（おとこ）を感じさせる始ま

りでした。そして第1部は来賓挨拶などを経てウイングク

ラブ30周年記念事業の紹介へ。紹介ビデオを視聴し、ウイ

ングクラブのサバエキャンプ場への熱い想いが伝わってき

ました。

第2部は一転して楽しく食事をしながらのゲーム大会で

す。ゲーム大会では、私は最後の8人に選ばれて壇上に登

ったのですが、ロウソクを2本しか消せないという大失態

（詳しくは参加者に聞いてください）を

犯してしまい、景品をゲットすることが

できませんでした。無念。しかし、例会

中、他クラブのメンバーとも交流でき、

有意義な時間となりました。

さて、例会のエンディングはやはり漢を感じさせる和太

鼓。ウイングクラブメンバーが何ヶ月も猛特訓をしたのだ

とか。見応え、聞き応えがありました。

ウイングクラブはトゥービークラブの親クラブというこ

ともあり、興味を持って参加したのですが、色々なものをい

ただくことができました。トゥービークラブも30周年、さ

らにはその先に向かって歩いて行きたいですね。

次期以降、各委員長様よろしくお願いいたします。

半期総会が終わりましたが、まだ22期の折り返し点です。

あと6か月、まだまだなすべきことがいっぱいあります。

青木会長初め三役・役員の皆さまご苦労様ですがよろしく

お願いいたします。

2月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞TOF CS FF STEP for All

各クラブ独自で行っている素晴らしいCS事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。

互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各種献金は期限までにお願いします。

吉田由美 地域奉仕・環境事業主任

2月14日（水） 【第505回2月第1例会】EMC ディスコ例会／MAHARAJA祇園（京都市東山区祇園町北側323祇園会館B1F）19:00～21:00

2月21日（水） 【第22期役員会】ハートピア京都3階第3会議室（烏丸竹屋町北東角） 19:30～21:00
 ※会場変更となっておりますのでご注意ください

2月28日（水） 【第506回2月第2例会】TOF例会／京都YMCA 19:00～21:00

2月 2月
  7日 安井基晃・順子　25日 吉田真理・多重子

26日 溝口　誠・宣美　27日 新谷嘉啓・昌美

 7日 村山祥栄

18日 新谷嘉啓


