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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　9章7節

喜んで与える人を神は愛してくださるからです。

「交流事業」
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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

前期から二期連続で交流委員長をさせて頂いております伊藤です。

「交流」楽しんでいますか？

この2年の交流事業を通じて、改めて交流の楽しさを実感しました。

・DBCでは、2016年9月には1回目の沖縄クラブ訪問

・同11月には熊本ジェーンズクラブ30周年記念例会にてDBC交流

・12月には沖縄クラブにDBC締結書を手渡す

・2017年2月には大阪なかのしまクラブ20周年記念例会にてDBC交流

・同2月には沖縄クラブを再訪問し、期をまたいで、8月に実施したトゥービークラブ の

　20周年記念例会にてDBC締結をしました。

・IBCでは、新たな交流先を探す中で台湾を訪問し、A-Listクラブの皆さんと交流の機会を頂き、

　12月にはトゥービークラブ の例会にもご出席頂き、京都観光のお供もさせて頂きました。

このように、約1年半の間にも多くのワイズ仲間と交流をし、また多くの新しい出会いに恵まれました。

神戸での西日本区大会でも交流の場を考えていますので、皆で大いに楽しみましょう！

IBCへの思いも来期に引き継いで行きます。

：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）

交流事業委員長
伊藤　剛
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3月第二例会「ファンドオークション例会」

3月28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27名・ゲスト1名

ファンド事業委員長
渡邉　聡

3月第一例会「西日本区大会準備例会」

3月14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27名

吉田真理

今年もやってきました、ファンドオークション！

毎年たくさんの出品ですが、今年は例年以上に多かった

気がしました。全ての商品をご紹介したかったので、食事

をしながらの開始とさせてもらいました。

今年のMCはTOBEが誇る名物司会者？小幡Yと竹村Yで

す。（美女と野獣･･･？）

ゲストで例会出席され、ブリザードフラワー他を出展し

ていただいた、角様もオークションに参加していただきま

したが楽しんでいただけたのでしょうか！

メンバーの伝でワイズ以外の方から

食事券、ジムのトレーニング券、フェイ

シャル券、西陣織の小物や中古のパソコ

ンなどの出品が有り、活動の趣旨に賛同

してもらえ、ありがたく思います。

毎年の事ですが、最初は遠慮がちのスタートでお酒の力

で徐々にエンジンがかかってきました。最後は時間の都合

でセットの叩き売り状態ですが、最後ほど利口に買い物が

出来るものですね。

3月第1例会は西日本区大会準備例会と北澤元悠さん、畑

本義允さん、木村拓馬さんの3名の方々の入会式が執り行

われました。

まずいつものように会長挨拶から開会し、続いて入会式

です。3名の入会式と言うこともあって西日本区より三科

仁昭EMC事業主任にも駆けつけて頂き、三科主任立会いの

元執り行われました。北澤さんは旅行代理店、畑本さんは

畑本誠ワイズの息子さん、木村さんは一昨年天に召された

木村務ワイズの息子さん。3名の方々は皆さん30代と言う

ことで若いエネルギーが加わることがすごく嬉しく思いま

した。またコメットから関わりのあった御2人の入会につ

いては自分が少し年をとったことを実感する瞬間でした。

食事に続いて本日のメインプログラム。伊藤実行委員長

より次期の西日本区大会へ向けての話がありました。岡本

ワイズから過去にホストした時の話や、

溝口次期会長からタイムスケジュール、

段取り的な話などなど、これからまた一

段と忙しくなりそうな話しの数々…。

しかし私はトゥービークラブはこうし

ていろんなイベントを経験しながらメ

ンバーも増え、メンバー間の仲も良くなっていく傾向があ

るので『忙しくなること＝成長の時』と思うようにしてい

ます。それは仕事に置き換えても繁忙期をこなしている時

は実感できないが、終わってみると社員や周りのスタッフ

もかなり成長したように感じることがあります。知らぬ間

にそれと同じことがクラブ内でも起こるからです。

あっという間にメインプログラムの時間は過ぎてしまい

ましたが、新しいメンバーを3名も迎え、西日本区大会ホス

トをきっかけに更なるクラブの飛躍を願った例会でした。

収益金はYMCAへの協力と地域奉仕事業に出資し、活用

させていただきます。

Cグループ委員の皆さんお疲れ様でした。

皆さんのご協力でたくさんお買い上げいただき、ファン

ド委員長として、感謝します。

ありがとうございました。
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Yサ事業委員長
村澤功三

全国車いす駅伝サポート

3月11日（日）　於：京都市内
出席者:メンバー5名

当日、私は10時に第2中継所となっている平安女学院に

行きました。

すでに桶谷ワイズが待機されていて、すぐに齋藤ワイズ

がマウンテンバイクで登場です。

そのうち選手を乗せた京都バス2台が到着しました。そ

の第1中継所から来たバスに乗ってＣＳ委員長の宮田ワイ

ズが登場です。本日の参加メンバーはＢグループの委員長

3名と委員1名となりました。（決して仲良しチームで参加

しているわけではありません。）

第2中継所には、他に京都クラブさんが数名集合されて

います。トイレ休憩をされる選手には一般の車いすへ移動

される介助を、それ以外の選手には競技用の車いすへ移動

される介助を行いました。競技用の車いすへの移動ですが、

選手ごとに車いすの作りや乗り方が全

く異なるためこの時の介助が非常に難

しく気を使いました。介助する側の知

識と経験の不足です。

選手の皆さんのウォーミングアップ

ができたころ、第1走者がこの第2中継所に到着です。車い

すのスピードと迫力は相当なものです。それを乗りこなす

選手の方々の上半身は相当にマッチョですっ。

第2中継所で待機していた選手たちは、第1走者とバトン

タッチし第3中継所に向かって爆走して行きました。第1

中継所から着かれた選手がバスに乗降される介助をして、

ゴールの西京極陸上競技場まで移動しました。

この後カレーと豚汁の昼食をいただき、最後に多くの来

賓をお迎えしての表彰式が行われました。式典終了後、埼

次ページに続く

収益金はYMCAへの協力と地域奉仕事業に出資し、活用

させていただきます。

Cグループ委員の皆さんお疲れ様でした。

皆さんのご協力でたくさんお買い上げいただき、ファン

ド委員長として、感謝します。
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玉代表の選手が京都駅までバスで移動される乗降の介助を

行い、本日の事業は終了しました。

15:30　京都駅八条口で解散、埼玉の選手とスタッフの皆

様は帰途に就かれました。

選手、スタッフ、サポートの皆様、お疲れさまでございま

した。又、来年お会いしましょう！

慣れないことで少々疲れましたが、貴重な経験ができま

したというのが感想です。

また今日のような事業でトゥービーからの参加メンバー

が少なかったのは、寂しいものです。

…とブリテンでアピールしときます。
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岡本就介

バーベキューサイト建設ワーク

4月1日（日）　於：リトリートセンター
出席者:メンバー20名・コメット4名・ゲスト1名

京都YMCAが運営するキャンプ場、宇治リトリートセン

ターは一般の方にも広く利用されています。ただこれまで

十分な数のバーベキューコンロが無く、大型バスで来場さ

れる団体利用者を受け入れられないのが悩みの種でした。

トゥービークラブはYMCAからの依頼を受け、20周年記念

事業のひとつとしてバーベキューサイトの建設を行うこと

にしました。

抜けるような青空の4月1日（日）、こ

の日までにほとんどの作業は済んでお

り、最後の仕上げを行うべく青木会長・

村澤Yサ委員長以下多数のメンバーと

コメットが集結しました。二人ひと組

のチームになってコンロ内側のレンガを、接着剤を使って

組み上げていきますが、チームによって出来上がりに大き

当日、私は10時に第2中継所となっている平安女学院に
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チャリティーゴルフ

3月25日（日）　於：瑞穂ゴルフクラブ
出席者:メンバー3名

平成30年3月25日、リトセン・チャリティーゴルフ大会

が瑞穂ゴルフクラブにて開催されました。TOBEからは、小

幡ワイズ、洪水ワイズ、私の三人が参加しました（齋藤ワイ

ズは、腰痛のため急きょ欠席。残念！）。また、松崎ワイズ

は、ゴルフには参加されなかったものの、来年のチャリティ

ーゴルフをTOBEが仕切るということで、下見に来られて

いました。

当日は、小幡ワイズを迎えに行き、二人で瑞穂ゴルフ倶楽

部へ。

他クラブのメンバーとコースを回ると思い込んでいまし

たが、TOBEメンバーと回るということで一安心（苦笑）。

ゴルフを始めて約1年。全く練習せず、

時々コースを回るという程度。やはり

の大叩き！小幡ワイズは徐々に調子を

上げていき、洪水ワイズも久し振りのゴ

ルフとは思えない感じのスイング。天

気も良く気持ちよくラウンドを終了しました。

ラウンド後は、表彰式。たくさんの商品がありましたが、

TOBEからは誰一人選出されず…。

ちなみに、私は、51人中51位というイチローリスペクトな

順位でした…。来年に向けて、水野ワイズから引き継いだ練

習道具を使ってコツコツ頑張ります！
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な差が。「あっ！はみ出た！」「そっち側に接着剤つけたらア

カンて！」「レンガの向き逆！逆！」とまあ大騒ぎと大笑い

の中、何とか無事に（？）完成しました。

吉田ワイズの発案で、余ったレンガでTOBEのロゴを作

り記念撮影。が、そのあと「このロゴ、バラすの惜しくな

い？」と誰かが言い出す。「やる？」「やる！」と、またツル

ハシやらスコップを持ち出してロゴを土中に埋め込む作業

開始。ホンマに楽しいことには骨惜しみしない連中です

（笑）。

4月22日のリトセン夜桜フェスタでお披露目いたします。

これからもリトセンとバーベキューサイトを大いにご利用

下さい。
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4月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞ YMCAサービス ASF

YMCAと共に互いの立場と責務を理解し

“明日のリーダーを今日育てる”若者（ユース）の為のワイズであろう！

山川新一 Yサ・ユース事業主任（京都めいぷる）

4月11日【第509回4月第1例会】お祝い例会／ハトヤ瑞鳳閣 19:00～21:00

4月18日【第22期役員会】京都YMCA 19:30～21:00

4月22日　第19回夜桜フェスタ／京都YMCAリトリートセンター

4月25日【第510回4月第2例会】ビジョンアワー例会「会則について考えよう」／ANAクラウンプラザホテル京都19:00～21:00

4月 4月
 9日　田中和幸 ・ 早苗　　20日　小幡　弘 ・ とし子13日　青木禎一郎
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ワイズメン、二十歳の頃

青木ワイズ

２０歳。
神戸YMCA沼島リーダー時代です。

藤尾ワイズ

ガチの20歳。
生意気にタバコ吸ってますw

２０歳の時にセスナのライセンス取得の為に
アメリカに住んでいた時の写真です。

伊藤ワイズ

水野ワイズ

この頃あの娘は1年生

齋藤ワイズ

相変わらず釣りばっかりしてました。。。


