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加藤信一Y's　選 田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦

躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ

ローマの信徒への手紙　１３章11～12節

メンバー数 （広義会員3名含む） 名

特別メネット 名 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット･コメット 名

ゲスト 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of 
10ｔｈ.July1994

12月号12月号12月号12月号

Kyoto Tops 第23巻

第6号

献献献献 血血血血

西日本区メネット会長西日本区メネット会長西日本区メネット会長西日本区メネット会長 前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future!

EMC-E

YES

Eは新クラブを設立すること。YESは新クラブ設立支援に使われます。献金で集められ

た資金の3分の2は、集められたエリアの区で使われます。
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温温温温故故故故創創創創造造造造
通巻269号

主主主主
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アアアア ジジジジ アアアア 地地地地 域域域域 会会会会 長長長長 ワイズ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementワイズ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementワイズ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementワイズ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movement

西西西西 日日日日 本本本本 区区区区 理理理理 事事事事 ワイズ魂で　更なるワイズ活性化を！　　Energizing Y's Men's Clubs with the spirit !ワイズ魂で　更なるワイズ活性化を！　　Energizing Y's Men's Clubs with the spirit !ワイズ魂で　更なるワイズ活性化を！　　Energizing Y's Men's Clubs with the spirit !ワイズ魂で　更なるワイズ活性化を！　　Energizing Y's Men's Clubs with the spirit !
書書書書 記記記記 ：：：：

京京京京 都都都都 部部部部 部部部部 長長長長 子供たちの未来のために　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で子供たちの未来のために　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で子供たちの未来のために　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で子供たちの未来のために　さあ始めよう、ワイズの叡智と行動で

　７月から新たな期が始まりブリテン広報委員会の委員長をさせていただいております。これまでに担当

三役で関わらせていただいた経験もあり、勝手は分かっているつもりでしたが、いざ委員長としてトップス

クラブの広報をさせていただいて、メンバー皆さんのご協力なしでは成り立たないことを骨身にしみて感

じました。お仕事も、家族サービスもお忙しい中で時間を作って休日の活動に参加されて、その内容を内

外に伝えていく為にブリテン掲載用の記事をお願いしておりますが、メンバー皆さんが快く引き受けてくだ

さり毎月ブリテンを発行できることに委員長の立場になったことで今まで以上に感謝の気持ちを感じてお

ります。毎月の例会やイベントごとが多々あるますが、自分自身参加でできないこともありますし、参加さ

せてもらったとしても役割や状況、心持ちの違いでメンバーの様々な思いを知り、これからのクラブ活動

に対して参考にしていき、より有意義なものにしていけたらと強く感じさせてもらっています。今期が始ま

り半年を迎えましたがブリテン発行だけではなく、ホームページやフェイスブックなどさらに広く素晴らしい

トップスの活動を伝えていけるツールがたくさんあります。残り半期はブリテン発行以外でも伝えていける

方法を模索し、より深くトップスメンバーや他クラブメンバーとの交流をできるよう努めていきたいと思って

おりますので、今後とも皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。

河合博之会長主題河合博之会長主題河合博之会長主題河合博之会長主題：：：：

会会会会 長長長長 ：：：：

国国国国 際際際際 会会会会 長長長長 私たちの未来は、今日から始まる　　Our Futre Begins Today私たちの未来は、今日から始まる　　Our Futre Begins Today私たちの未来は、今日から始まる　　Our Futre Begins Today私たちの未来は、今日から始まる　　Our Futre Begins Today
副副副副会会会会長長長長：：：：

会会会会 計計計計 ：：：：

あなたがたは今がどんな時であるかを知っています。あなたがたが眠りから覚めるべき時が

既に来ています。今や、わたしたちが信仰に入ったころよりも、救いは近づいているからで

す。夜は更け、日は近づいた。だから、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身に着けましょう。

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。

ブリテンブリテンブリテンブリテン広報広報広報広報をををを通通通通じてじてじてじて

ブリテン・広報事業委員長　石田博紀ブリテン・広報事業委員長　石田博紀ブリテン・広報事業委員長　石田博紀ブリテン・広報事業委員長　石田博紀
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2016年11月9日

ウェスティン都ホテル京都

2016年11月5日

久御山町立総合体育館

2016年11月8日

平安京都ホテル

　11月8日（火）19：00～＠平安京都ホテルにて京都ウェルクラブ・京都エイブルクラブの合同例会が開催され、河

合博之・森田茂実ｙｓの２名で参加してきました！

　ウェルクラブさん、エイブルクラブさんはともに少人数で活気ある例会を開催したいとの思いから合同例会を企画

され、廣井部長、山藤EMC事業主任、久保田EMC事業主査、太田Yサ事業主査、上澤交流主査をはじめとする参

加クラブはウェルクラブ・エイブルクラブ・キャピタルクラブ・プリンスクラブ・ウイングクラブ・洛中クラブ・グローバル

クラブ・トップスクラブの８クラブ。ウェルクラブさんは今期2人目の入会式が行われるなど大変活気ある例会でし

た！また講演はYMCA村上主事による『災害ボランティアについて』東日本大震災、熊本大地震の発生当時と現

状について話され、実際に参加したウェルクラブの谷ｙｓや弊クラブの森田ｙｓより生の声をお聞かせいただくことが

できました！

　まだまだ、河合の他クラブ例会訪問は続くのであります。

日時：

場所： 今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

１１月９日、ウェスティン都ホテルにて通常例会が行われました。

今回、なぜか？司会をすることになりました。初めての司会だったのですが、マニュアルとおりに読むだけだと思っ

ていたら、やはりむずかしいですね。いろいろ反省点がありました。また次に生かしたいと思います。さて先月に続

き、ゲストスピーカーをお呼びしての例会になりました。保険制度のことなどわからないことだらけだったので、とて

も勉強になりました。また、沼津クラブ、三島クラブ、彦根シャットークラブ、東田ワイズ紹介の河本さんと、たくさん

のゲストが来られて楽しい例会になったと思います。そして河本さんは入会されるということで、新規入会者はとて

も久しぶりのような気がするのでうれしいことですね。

日時：

場所： 岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's

　平成２８年１１月5日土曜日京都府久御山町総合体育館で、東海・北陸・

近畿の各方面から小学生チームが集い、熱戦が繰り広げられました。

　トップスクラブのメンバーは、早朝から会場駐車場の誘導や試合中におい

ては、選手の招集、タイムキーパーなどのお手伝いをさせて頂きました。

　私は、タイムキーパーを担当させて頂きました。このタイムキーパーは、

サッカーやバスケットボールの様に、試合の状況や審判のシグナルを常に

確認しながら、電光掲示板型の時計を進めたり止めたりし、かなり緊張感

のある役割でした。

　試合結果は、奈良のチームが優勝し熱戦を征しました。閉会式では、我

がトップスクラブの河合会長の素晴らしいご挨拶で、この大会の幕を閉じま

した。

　私は、今回初めて公式のドッチボール大会支援させて頂きました。すごく

迫力があり各チームの、特色ある戦略も興味深いものでした。まだ大会支

援に参加された事のないトップスのメンバーさんは、来年機会があれば行っ

てみられてはいかがでしょうか？？感動しますよ！！

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長



2016年11月10日

日航プリンセスホテル京都

2016年11月13日

おおいプレパーク

2016年11月13日

舞鶴YMCA国際福祉専門学校

　

クリスマスロビーコンサートクリスマスロビーコンサートクリスマスロビーコンサートクリスマスロビーコンサート （水）（水）（水）（水） 新年例会新年例会新年例会新年例会

（金）（金）（金）（金） 市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス （水）（水）（水）（水） 半期総会半期総会半期総会半期総会

（土）（土）（土）（土） クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会 （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

　京都ウイングクラブ11月第1例会　平成28年11月10日（木）＠日航プリンセスホテル

京都　例会参加のきっかけは11月4日に第2回会長会が開催され京都ウイングクラブ

の佐々木貫二会長と隣席になり意気投合！！！又、ウイングクラブさんとは舞鶴設立

準備委員会で大変お世話になった藤田寿男ｙｓ、中西康晴ｙｓ、山岸裕章ｙｓとのご縁も

あり参加させていただきました。当日は30名のゲストを迎えられ、基調講演では(有)香

取感動マネジメント　香取貴信氏による『社会人として大切なことは、みんなディズニー

ランドで教わった』　ディズニーランド勤務8年で学ばれた経験から面白エピソードを交

えながら何故ディズニーランドは人に感動を与えることができるのか？それは仕事が

お金儲けだけではく、人に喜んでもらいたいという思いを抱き仕事をすることで心のス

イッチが入り、人に感動を与えられる仕事ができるそうです。他クラブの例会に参加す

ることで講和を聞く機会も増え、また新しい交流も生まれます！ワイズメンズクラブ・・・

まさに人生の道場です。

1月1月1月1月

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

　11月12日・13日に行われたサッカー大会の二日目に行ってきました。気温20℃

快晴のもとU-12＆U-11は8チーム、U-10は5チームが参加し日頃は土のグラウ

ンドでプレーする子供たちも今回は人工芝の素晴らしい環境で白熱したゲームが

行われました！京都YMCAチームは残念な結果でしたが、勝っても負けても子供

たちは良い笑顔で楽しそうにし、優勝したチームには表彰状・トロフィー・メダルが

授与されメダルを手にした子供たちの笑顔印象的でした。人員的にお手伝いする

ことは限られてはいますが、子供たちにとっては大事な大会！今後も子供たちが

楽しみ出来る大会を継続して支援できればと思います！

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

　昨年4月に開校し、今年で2年目の学園祭。昨年は舞鶴ワイズメンズクラ

ブ設立準備委員会が学園祭のお手伝いをしておりましたが、学園も今年が

2年目で学生も増えたことから、学生が主体となって、たこ焼き・焼きそば・

パン等の模擬店を。北京都フロンティアクラブは約15名程のメンバーが参

加し豚汁を提供されていました。

また、レクリエーションとして、学生企画のイントロクイズ♪があり、おじさん

チームとして北京都フロンティアメンバーと共に参加！選曲にかなり偏りが

あり見事おじさんチームは正解なしの惨敗（笑）

　北京都フロンティアクラブメンバーの生き生きとした活動が印象的で、代

表スポンサークラブとして今後も積極的に係わりを継続していきたいと思い

ますので、皆さんご協力の程、お願い申し上げます。

16日16日16日16日 18日18日18日18日

17日17日17日17日 25日25日25日25日

12～16日12～16日12～16日12～16日

28日28日28日28日

12月12月12月12月 11日11日11日11日



2016年12月7日

宝ヶ池グランドプリンスホテル

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

３．市民クリスマス

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達で是非

ご参加ください。

日　時：　１２月１６日(金)（※時間、場所は予定）

　　　　　礼拝  午後７時～７時３０分　キャロリング 午後８時～９時

場　所：　三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング

礼拝・奨励： 浅野　献一　牧師（日本キリスト教団室町教会）

　平成28年12月7日（水）19：00～　＠宝ヶ池グランドプリンスホテル 比叡の間

にて京都プリンスクラブ様の12月第1例会が開催され、私プリンスクラブさんと

は舞鶴設立準備委員会で岡西博司ｙｓにお世話になったのを契機にまた今期

は廣井京都部長をはじめ多くのキャビネットを輩出されていることや、蒔田会

長が前期に続き2期連続会長でもあることから私、河合博之と河原直前会長と

で出席してきました。

　まず、廣井部長、森ｙｓ、三村ｙｓが会歴25年以上とのことで京都YMCA神崎

総主事の表彰で幕を開け、講和は来年4月より日本YMCA同盟の総主事にな

られる神崎総主事の『みつかる　つながる　よくなる』と題したYMCAのブラン

ディング戦略と将来の展望、さらに神崎総主事がYMCA活動を通じて感じたこ

と、変わったことの貴重なお話を伺うことが出来ました。京都部19クラブ、それ

ぞれ各クラブの色があり、例会の運営も様々です。

今回で7クラブ目の他クラブ訪問となり、ワイズメンズクラブの活動を多角的に

学ぶことができる非常に良い機会だと思います。

　来年の４月に京都プリンスクラブさんは30周年記念例会を迎えられ、神崎総

主事は京都から日本へ　・・・　京都プリンスクラブさんの益々のご発展と神崎

総主事の更なるご活躍を祈念したいと思います。

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

２．クリスマス ロビーコンサート

日　時：　１２月１２日(月)～１６日（金）　午後６時３０分～7時３０分

場　所：　京都ＹＭＣＡ　三条本館１階ロビーステージ

４．スキーキャンプ・ウインタープログラム 申込受付中

　スキーキャンプ：　京都ＹＭＣＡアウトドア事務局（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

　ウインタープログラム：　京都ＹＭＣＡウエルネスセンター（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

１．パネルディスカッション～働き方の選択～自分のやりたいこと？結婚？稼ぎ？あなたのライフデザインは？～

京都ＹＭＣＡでは毎年秋に、多様な文化をもつ若者が互いの思いを語り合うパネルディスカッションを行っていま

す。今年のテーマは「働き方の選択」です。

パネリストは京都在中の大学生、京都ＹＭＣＡで日本語を学ぶ留学生、そしてワーキングホリデイで来日した人達

です。グローバル化が進む今、アジアの若者達は今何を目標とし、今後どういったライフデザインを考えているの

か。仕事の選択はもちろん、結婚や育児、目指す夢、お金のことなど、自分の言葉で熱く語り合います。

日　時：　１２月２日（金）午後７時〜９時

場　所：　京都ＹＭＣＡ

対　象：　どなたでもご参加いただけます。

参加費：　無料

お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８　担当：關

　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｅ-mail）kokusai@kyotoymca.org

グリル 椥 （ナギ）

京都府京都市山科区椥辻封シ川町23-1

075-591-6601

営業時間　11:30～14:30　17:00～20:30（L.O）　　定休日：日曜

　イチオシはなぎ弁当（通称ナギベン）です。

これには、とんかつ、ハンバーグ、クリームコロッケ、海老フライが入っているお弁当です。グリル椥の美味しい逸

品が、全部味わえるというゴージャスなランチです。これで1000円は、かなりお得です。創業４５年以上の老舗で

す。

　今回から西界隈から東界隈に飛びます。


