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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。

「ビジョンと理念」
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会 計

青木禎一郎

溝 口　　誠

小 幡　　弘

水 野 充 弘

馬 場 昭 宏

新 谷 嘉 啓

：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）

ビジョン委員長
国松義之

トゥービークラブには、設立以来変わることのない、そして、これからも変わることのないクラブの

基本理念として、「IDEA OF ToBe」があります。そして現在に至るまで、IDEAはメンバー全員の共通認

識として受け継がれ、クラブの全てのことが、IDEAの考え方を基に運営されています。

その根底にある理念から外れることなく、5年後、10年後、そして20年後、クラブがどういう方向に進

んで行くのか？どんなクラブになっていたいのか？ということが、ビジョンだと考えます。

トゥービーの将来像を考え、想像し、その目標に向かって進んで行く。それは、大切なことだと思います。

そして、その為にメンバー全員がトゥービーの様々なことについてダムることは、非常に楽しいことであり、クラブが盛り

上がっていく一因にもなると思います。ただ、ビジョンに縛られて身動きが取れないという状態にならないように気を付

けないといけないと思います。理念は変わることのないものですが、ビジョンは、その時々の状況に応じ、しなやかに対応

していくべきだと、ぼくは考えます。

例えば、「5年後、エクステンションしよう！」「じゃあ、25周年にはメンバー 50名だねぇ」「いやいや100名にして、日本一

のクラブにしよう！」「5年後なら、毎年10名以上の増強だね」と、ダムることは必要だと思いますし、その目標に向かって

努力することも大切だと思います。でも、ビジョンを達成することよりも、そのプロセスが大事ではないでしょうか。決め

たことだから…、と無理をしすぎて、クラブに歪みが出るようなことは、絶対避けるべきだと考えます。

これからも「ダムって」楽しく盛り上がったトゥービーであり続けましょう！



：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）
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4月第一例会「お祝い例会」

4月11日（水）19:00～21:00　於：ハトヤ瑞鳳閣
出席者:メンバー27名

溝口　誠

4月第1例会はいつもの例会場から場をかえ、京都駅前の

ハトヤ瑞鳳閣へ。

ハトヤに着いたら、古田ドライバー委員長が笑顔でお出

迎え。

浴衣＆お風呂セットを手渡ししてくれました。

上階にあがって眺めの良い大浴場に浸かり、しばし休息。

開会まであまり時間がなくて、そそくさと風呂からあが

り、あわてて例会場へ。

今年の桜はさっさと終わってしまい、この日には影も形

もない。

それではつまらんということで、また違った趣向の花々

を揃えてみました。

お題が「〇〇〇〇〇〇前祝い例会」と

いうことで、成り行き任せの宴会モード。

一応、司会を務めることとなっていた

のだけれど、全くのノープラン。

グダグダの進行となりまして、お詫び

申し上げます。

まあ、皆様ひと通り喋って頂いて楽しくすごせたかな、と

勝手に思っております。この「前祝い」が本当になるか、空

振りで終るか。

6月10日の神戸、会場に集まれる人はもちろん、残念なが

ら来られない人も、

メンバー全員でその瞬間を共有しましょう！
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4月第二例会「ビジョンアワー例会」

4月25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

山内　哲

本日は、ビジョンについて考える例会。テーマは「クラ

ブ会則」について。

国松ビジョン委員長より、現行の会則は2011年に改訂さ

れたもので、その後のクラブ内外の実情と乖離していると

考えられる条項や文言の箇所について、全般的かつ具体的

に、あるべき姿の改訂案を示してのプレゼンがありました。

プレゼンに対してのメンバーの発言した意見も反映し、

ビジョン委員会で再度検討され、三役会→役員会→そして

「総会の発議」で正式「会則の改訂」が発効となります。

想えば、チャーターメンバーとして、

クラブ会則が出来上がるのを見てきた

小生にとって、「イデアオブトゥービー」

を基本概念とした会則を検討している

ときのメンバーのエネルギーたるや、

現在のメンバーの強固なエネルギーと

も、また違うパワーを感じたものです。

黎明期と成熟期の違いなのか、メンバーのキャラクター

の違いなのか、社会背景の違いなのか。でも、どの時代もト

ゥービーのメンバーは、明るく前向きで、熱心な、とにかく

楽しいクラブなのであります。

安井基晃

夜桜フェスタ

4月22日（日）　於：リトリートセンター
出席者:メンバー10名・メネット1名・コメット2名

4月22日、夜桜フェスタが開催されました。

今回は20周年アクトのリトセンバーベキューサイトのお

披露目と初めて調理に使いました。

いつもは夜桜フェスタの時は串カツ等提供するのですが、

今回はバーべキューサイトを使用した食事を提供するため

におでんを選びました。初めて使用するので少し戸惑いま

したが、無事おでんを提供できました。

今年は桜が咲くのが早かったため、当日は桜のほとんど

が散ってましたが、ライトアップするときれいでした。

今回も沢山のクラブが参加しいろん

な種類の食材を提供しましたが、出来れ

ばもう少しこの様な事業の参加人数と

食事数をどうにかしてほしいですね。

毎回食材が残りますので、この日にむけ

て準備したメンバー、食材の事を考えてやっていきたいで

すね。

今期最後のＹサ事業でした。村澤委員長、Yサ委員会のメ

ンバーの皆様ご苦労様でした。
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3月より京都TOBEワイズメンズクラ

ブに入会しました北澤元悠です。

乙訓の向日市で生まれ育ち、地元の公

立学校を卒業後、大学に進学いたしまし

た。大学では化学を専攻しており、卒業

後も企業で実験を重ねていましたが、人

生の転機が訪れ、今は地元に戻り、旅行業を営んでおります。

初めまして。3月から京都ワイズメン

ズTOBEクラブに入会させていただい

た木村拓馬です。

ご存知のかたもおられると思います

が木村務の長男でございます。

この度はお誘いいただきありがとう

ございました。

簡単に自己紹介させていただきます。

1983.9.16産まれの乙女座B型です。

9.16日はうちの母親（一美）の大好きなハリウッド俳優

のミッキーロークさんと同じということで大変喜んだと聞

いています。

木村拓馬

北澤元悠

現在は妻の愛弓、長女2歳と少しの円華、長男生後1ヶ月

と少しの優作と4人家族です。

このクラブでは幼い頃から父親に連れられてとてもたく

さんの経験をさせていただきました。

それはどれも楽しくまた、なかなか個人単位では出来な

いよーなことが多くあった様に思います。

私もこれからは自分の家族、まわりの方々の幸せそして

私自身の経験、知識にもなることを期待し、お手伝いさせて

いただきたいと思います。

まだまだ未熟者ですが皆様よろしくお願いします。

旅行業をはじめて、沢山の方と知り合う中で、私自身が地

域の方に生かされていることを実感する場面が多々ありま

した。微力ではございますが、地域に貢献できるよう、日々

活動しております。

どうぞ皆様末永いお付き合いよろしくお願い申し上げます。

5月　例会・ワークのご案内

＜今月の強調点＞ LT

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存在します。

その機会を学びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いです。

全てを有意義に捉えリーダーシップを身に着けて下さい。

船木順司 ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス）

5月13日【第511回5月第1例会】青木会長プロデュース例会／三方五湖

5月16日【第22期役員会】京都YMCA 19:30～21:00

5月23日【第512回5月第2例会】次期三役アワー例会／ANAクラウンプラザホテル京都

5月26日［CS］小倉山百人一集の会・穂垣補修サポート

5月30日【第23期準備役員会】京都YMCA 19:30～21:00

5月 5月
16日 洪水浩巳 ・ 雅世 夫妻

17日 藤尾　実 ・ 直子 夫妻

29日 村澤功三 ・ ゆかり 夫妻

12日 齋藤幸秀

20日 村澤功三 

新メンバー紹介！


