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マタイの福音書　６章２７節

メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 1 月 円 1 月現金 円 1 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円

メネット･コメット 名 名

ゲスト 名 名

メーキャップ 名 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

【【【【 20202020 周周周周 年年年年 記記記記 念念念念 トトトト ッッッッ ププププ スススス 宣宣宣宣 言言言言 】】】】 笑笑笑笑 顔顔顔顔 大大大大 量量量量 生生生生 産産産産 宣宣宣宣 言言言言

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith
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河原祥博会長主題河原祥博会長主題河原祥博会長主題河原祥博会長主題：：：：

DOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTH

～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～

副副副副会会会会長長長長：：：：

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題 愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can! 書書書書 記記記記 ：：：：

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 いつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful always

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題 メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団 会会会会 計計計計 ：：：：

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血

あなた方のうちだれが、心配したからといって、自分の命を少しでものばすことができます

か。

TOPSのバナーにはこまが

三個配されています。

TOPSのTOPTOPTOPTOPとは独楽(こ

ま）と言う意味もあります。

こまは軸を中心に回転し自

由に動き回る。回転しなけ

れば、倒れてしまうもので

す。トップスクラブは止まる

事なく躍動し続けると言う

意味でもあります。

ビジョン事業委員会ビジョン事業委員会ビジョン事業委員会ビジョン事業委員会

ビジョン事業委員長　廣田隆治ビジョン事業委員長　廣田隆治ビジョン事業委員長　廣田隆治ビジョン事業委員長　廣田隆治

TOF・CS・FF 　あなたの奉仕で世界は変わる

　ビジョン事業委員会委員長の廣田隆治です。ビジョン委員会は、クラブ運営規定の第四章事業委員会に列挙されな

い、ある意味その時々の必要に応じて柔軟に活動できる委員会です。その中で

＊常にクラブの短中長期のあり方を模索する。

＊委員会等では議論できない、しない事項を積極的に取り上げ議論する。

＊クラブの問題点を常に議論し対処方法を考え、適材適所にアドバイスする　の役割を担っています。

　今期、河原祥博会長より、ビジョン委員長を拝命し、まず基本方針を考えました。クラブの基本である、ワイズメンズク

ラブとは何か、ＹＭＣＡとは何かを「ワイズ読本」と「京都ＹＭＣＡ会員の為のハンドブック」をテキストに基本に立ち返り、

勉強してみることにしました。

　半期を経て、今さらながら気が付いたのは、今期メンバーに配られた、顔写真入り名簿付会則がワイズメンズクラブの

事を簡潔に説明していることです。その副読本としてワイズ読本を読まれるとより理解が深まります。

　最後に、ワイズメンズクラブの綱領と目的には

・イエスキリストが示された愛と奉仕の実践を目指し、より良い世界の実現のため努力する。

・奉仕活動を通じてＹＭＣＡの活動を支援する。

・ワイズメンにふさわしい団体を支援する。

・地域社会や国際的な問題に関心を持ち、一党一派に偏らない正義を追及する。

・宗教、社会、経済、地域、国際などの諸問題について会員を啓発し、積極的に参加させる。

・健全な交友関係を作り出す。

・自己研鑽の場であること。　がありますが、綱領と目的に命を与えるのは、私たちメンバー１人ひとりの日々の心がけ

と行動です。そして綱領と目的のうち特に最後の２つが大事です。
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2016年1月9日

ウェスティン都ホテル京都

2016年1月20日

京都YMCA

　１月２０日、三条YMCAマナホールにて半期総会が開催されまし

た。

　各委員長が半年間の活動を報告してもらい、指摘を受ける部分も

ありましたが無事に終えることができました。

　残すところもあと半期ありますが、次期の役員も決まり４月の研修

会から活動が始まります。今期役員さんも次期役員さんも忙しく

なってくるとは思いますが、ラストスパート！スタートダッシュ！で頑

張りましょう！

　とりあえず半期お疲れ様でした！

日時：

場所： 倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's

　１月９日（土曜日）ウェスティン都ホテル京都にて１月新年例会が開催さ

れました。

我がクラブでは毎月第２水曜日に例会が開催されるのが基本ですが、新

年を迎えて新年会も兼ねて年明け早々に『新年例会』が開催されまし

た。

　欠席者がいつもより多く感じられましたが、新年会も兼ねての例会とい

うことでお酒も出ておりましたので、にぎにぎしい雰囲気でした。

　今回の例会では、クラブで恒例となっているファンド委員会主催の『トス

ファンド』も開催されました。トスファンドとは、クラブメンバーが善意で持

ち寄った必要としなくなった品物等を持ち寄り、それをオークション形式で

値を決めて購入します。そして、そのトスファンドで得た利益は奉仕活動

などクラブ活動費となります。

　ここ数年、高価な物品も提供してくださってるのでたくさんの収益があ

がっております。

　持ち寄った品物の中には掘り出し物や珍しいモノなどたくさんありま

す。また、オークションで値を競っていくのも楽しいです。今回もたくさん

のファンド収益がありました。

　まだ、オークションに参加したことがない方は是非参加してみてくださ

い。

日時：

場所： 石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's



東剛士Y's　選

（水）（水）（水）（水） TOF例会TOF例会TOF例会TOF例会 次期会長･主査研修会次期会長･主査研修会次期会長･主査研修会次期会長･主査研修会

（日）（日）（日）（日） 新春講演会＆賀詞交歓会新春講演会＆賀詞交歓会新春講演会＆賀詞交歓会新春講演会＆賀詞交歓会 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会 ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会

（日）（日）（日）（日） ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

２．創立記念会員集会

現在全国のＹＭＣＡで取り組んでいるリブランディングやリソースモビリゼーションによるＹＭＣＡへの支援拡大を図

るための働きについて学び、京都ＹＭＣＡの会員活動の活性化や寄付金および会員の拡大について共に考える

集会です。ぜひご参加ください。

日　　時　　　２月１３日（土）午後６時半～

テーマ 地域から求められるＹＭＣＡをめざして ～人と支援が集まる団体として～

場　　所 京都ＹＭＣＡ　マナホール

お申込み （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

  電話またはメールにて事前にお申込みください。

10日10日10日10日 3月3月3月3月

9日9日9日9日

24日24日24日24日 19・20日19・20日19・20日19・20日

21日21日21日21日

5・6日5・6日5・6日5・6日2月2月2月2月

影山敏生影山敏生影山敏生影山敏生

　この度本田さんからご紹介頂き入会させて頂きましたソニー生命保険（株）勤務　影山　敏

生と申します。

当初は奈良で入会予定でありましたが京都トップスの団結力、明るい皆様の雰囲気に心惹

かれトップスクラブへの入会を決めさせて頂きました。早く皆様に打ち解け京都トップスクラ

ブの一員になれるよう頑張って参ります。

　趣味はゴルフ、釣り（舞鶴まで行ってます）元ＭＲ（製薬会社）ですので危険ドラッグ以外の

薬のことなら何なりとご相談下さい。

　色んなイベントに積極的に参加して行こうと考えておりますので今後ともご指導の程宜しく

お願い致します。

１．ネパールチャリティーバザー

ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設の支援のためにネパールチャリティーバザーを開催します。

世界の料理が味わえる屋台やバザー、ネパール文化とふれあえるイベントもあります。ぜひお越しください。

日　　時　　 ２月７日（日）午前１１時～午後３時

お問合せ　　 ０７５－２３１－４３８８

３．ピンクシャツデー

ピンクシャツデーは、２００７年にカナダで始まり、世界中に広まったいじめ反対運動です。

毎年２月の第４水曜日がピンクシャツデーとして定められ、賛同者はピンクのアイテムを身に付けることで「いじめ

反対」の意思表示をします。今年は、２月２４日（水）がピンクシャツデーです。

京都ＹＭＣＡでもピンクシャツデーを実施し、被害者の自己肯定感を下げ、自信と生きる力を奪う「いじめ」をなくし

ていくことを地域・社会にアピールしたいと考えています。

ピンクのアイテムを身に付け、いじめについて考える１日となるよう、ぜひご協力ください。

４．平和のための開発教育セミナー

平和をテーマにした「開発教育」の入門編のセミナーの第２回目です。１回だけの参加も可能です。ぜひご参加く

ださい。

日　　時　　　２月２６日（金）午後７時～９時

テーマ フォトランゲージ―地球の食卓

場　　所 京都ＹＭＣＡ　三条本館

対　　象 興味と関心のある方

参 加 費 無料

お申込み （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）kokusai@kyotoymca.org

  電話またはメールにて事前にお申込みください。

　エコ通勤　体にとっても　イイ通勤

28日28日28日28日 30日30日30日30日


