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ヨハネによる福音書 １章26～27節

メンバー数 （広義会員3名含む）名 名

特別メネット 名 名 現金 円 1 月 円 1 月現金 円 1 月 ｃｃ
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　23期 河合会長の元 入会浅い私にファンド委員長をさせて頂きまして、河合会長の懐の深さに敬 服及

び驚愕の思いでのスタートでした。

　委員長としての活動の最初の胆は 各委員会の役割の理解に尽きると考えていました。 ボランティア団

体としての紳士の活動団体、YMCAをサポート活動する団体。会則は細やかに記 載され軸の確かさに裏

付けされたオフィシャル団体です。時代を形容するフレーズが様々あります。 飽食の時代とか様々なの

形容詞もその見方や環境も変化激しいこの時代に 恐らく太古の昔からボ ランティア精神は世界の至る

所で行われていたように思いますが、高らかに宣言しその活動理念 に基づいた この団体に所属出来て

いる事を誇りにも感じます。日々は刻々と過ぎてゆき、年齢を 重ねる度、その過ぎてゆく速度はぐんぐん

上がります。すべてのことは 限りなく同時進行の列車 の如く 繋がっています。このボランティア団体に

参画する事さえも決まっていたように感じてい ます。半期を経過した現在も様々な事が同時進行してい

ます。大変忙しい(笑)正直そう思いますが、 忙しく無かったら意味薄い時間を過ごすのみならず、人生最

大のタブーである 後悔 の海に突き落 とされていたことでしょう。八百万の神に感謝です。残りの半期を

どのように過ごすかはとても 大切な事と認識しています。 メンバーの皆さんと共に学ぶ、悩む、楽しむ

ファンド事業を通して 教わる事ばかりだとこれまた感謝の日々を過ごしたく…今夜も飲みに行こうかな

(笑)

TOF CS FF

STEP for All

多くの方々がそれぞれの献金に参加する事ができるよう、それぞれの献金の意義を確

かめ合い。そしてその心遣いと思いが、社会を変える一歩に繋がります。献金にご協

力ください。先人が歩んだ道を私たちワイズメンズが次世代へ。

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

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! 会会会会 計計計計 ：：：：

ヨハネは答えた。「わたしは水で洗礼を授けるが、あなたがたの中には、あなたがたの知らな

い 方がおられる。その人はわたしの後から来られる方で、わたしはその履物のひもを解く資

格もな い。」

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。

BF・EF・JWF・ファンド事業委員長　内田勝BF・EF・JWF・ファンド事業委員長　内田勝BF・EF・JWF・ファンド事業委員長　内田勝BF・EF・JWF・ファンド事業委員長　内田勝

ファンドファンドファンドファンド委員長委員長委員長委員長としての としての としての としての 半期感想半期感想半期感想半期感想
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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
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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：：：：
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2017年1月11日

ウェスティン都ホテル京都

2017年1月18日

京都YMCA　マナホール

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

　河合期が始まってもう半分・・時が経つのが早く感じるこの頃ですが、１月１８日京都トップス クラブの半期総会を

開催いたしました！河原正浩議長の発声ではじまり、各委員長の半期報告も 規定の時間を設け、スムーズに進

行していきました。半期活動してきた想いやこれから半期の意気 込みなど各委員長の個性が出ていて素晴らしい

総会になったかと思っています。スムーズに進みす ぎて30分も巻いてしまいましたが、ニコニコスリースピーチで

全員の声も聞けましたし、ニコニ コ￥も集まりましたし有意義な半期総会でした！あと半期！頑張ります！

　皆様お疲れ様です。的場です。今年最初の例会である新年例会、毎年恒例のトスファンド 行われました！内田

ファンド委員長の絶妙な司会に高坂Y,sのカラミのテクニックが融合し てとても楽しい時間が過ごせました。出店商

品もバラエティーに豊でとても興味深いもの ばかりでした。そしてセリ？に参加する皆さんの本気度が凄くてビック

リでした（笑）

　僕も周りの空気に乗せられて、ついつい手を挙げてしまいました。こんな経験が出来るのも トップスの醍醐味だ

なあと実感した例会でした。

日時：

場所： 的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's



2017年1月12日

ホテルマーレたかた

第2回東西日本区交流会第2回東西日本区交流会第2回東西日本区交流会第2回東西日本区交流会 （日）（日）（日）（日） リーダー祝会リーダー祝会リーダー祝会リーダー祝会

（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

（土）（土）（土）（土） 沼津クラブ50周年記念例会沼津クラブ50周年記念例会沼津クラブ50周年記念例会沼津クラブ50周年記念例会 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

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会 （月）（月）（月）（月） 京都YMCA総主事就退任式京都YMCA総主事就退任式京都YMCA総主事就退任式京都YMCA総主事就退任式

（土）メネット会（土）メネット会（土）メネット会（土）メネット会 （火）（火）（火）（火） CATT例会CATT例会CATT例会CATT例会

（日）（日）（日）（日） チャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリング （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

20日20日20日20日

5～6日5～6日5～6日5～6日

25日25日25日25日

26日26日26日26日

8日8日8日8日

28日28日28日28日

18日18日18日18日

29日29日29日29日

22日22日22日22日

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

2月2月2月2月

松葉総本店 （まつばそうほんてん）

ジャンル　串揚げ・串かつ、立ち飲み居酒屋・バー　　TEL・予約　06-6312-6615予約不可

住所　大阪府大阪市北区角田町9-20 新梅田食道街 1F

阪急 梅田駅・JR 大阪駅・大阪市営地下鉄御堂筋線 梅田駅　徒歩２分　新梅田食堂街1階　梅田駅（大阪市営）

から304m

営業時間　[月～金]14:00～22:00　[土]12:00～22:00　[日]11:30〜21:30　[祝]12:00～21:30ランチ営業、日曜営業

定休日　1月1日～3日

阪急梅田駅下車すぐにある新梅田食堂街の中にある立ち飲み串かつ店です。ビール大瓶が￥500で串かつも

￥100からあります。喫煙者は床全体が灰皿になっており、大きな顔で吸えます。昔は競馬新聞を片手に持った

おっちゃんか、酒飲みしかいなかったのですが最近は、若いギャルや家族ずれも多くなってきました。2度付け禁

止のソースや食べ放題のキャベツも美味しいです。通は、湯豆腐(だし入り)を頼んで、そのだしに串かつを浸けて

食べておられます。大阪に出られた際は、一度寄ってください。

18～19日18～19日18～19日18～19日

12日12日12日12日

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

　2017年1月12日（木）19：00～＠『ホテルマーレたかた』北京都フロンティアクラブの1月新年例会へ本田正人ysと

共に訪問。北京都フロンティアクラブは9月のチャーター以降毎回、ゲストスピーカーを招かれ例会を行っておられ

ます。

　今回は石川県金沢市より新進気鋭の書家アーティスト／槻岡果加梨（つきおかかがり）様を招いての『筆ペン講

座』。本来ならば字を綺麗に書くだけではなく、創作筆文字の講習なので通常は２時間から３時間。しかしながら今

回はわずか１時間のダイジェスト版でしたので、字を綺麗に書く論理から教えていただき早速実践。苦手な筆文字

を克服できそうな気がしました！さて、チャーター以降、当初は舞鶴YMCAで例会を開催されていた北京都フロン

ティアクラブですが、昨年12月からホテル例会となりホテル例会となってからは初めて参加させていただきました。

　ひと言、素晴らしい例会でした！！！ひと言、素晴らしい例会でした！！！ひと言、素晴らしい例会でした！！！ひと言、素晴らしい例会でした！！！

　メンバー全員が例会に向けて準備している雰囲気や、例会に臨む姿勢、そして例会中の和やかな雰囲気、最後

に参加者全員で記念写真を撮るなど一体感が醸し出されるというよりも溢れんばかりの雰囲気でとても居心地の

良い、また来たいと思わせる例会だったと思います。今期、代表スポンサークラブとして北京都フロンティアクラブ

への例会参加を励行しておりますが、これは義務とかそういうものではなく、トップスクラブが本来持っているクラブ

像を魅せてもらったと感謝しております。会歴の長い先輩方はチャーター直後の思いを振り返り、会歴の浅い方や

中堅メンバーには元気なワイズメンズクラブを改めて実感できると思います！

＜北京都フロンティアクラブ例会日程＞

2月2日（木）　19：00～　＠ホテルマーレたかた

3月2日（木）　19：00～　＠ホテルマーレたかた　＊部長公式訪問予定

4月6日（木）　19：00～　＠ホテルマーレたかた

5月5日（木）　19：00～　＠ホテルマーレたかた

6月3日（木）　19：00～　＠ホテルマーレたかた　＊引継例会

3月3月3月3月



３．坂井画伯とたどる西洋絵画の世界

　京都ＹＭＣＡ会員・京都洛中ワイズメンズクラブ所属の日本画家・坂井昇氏が、パリ・ルーブル美術館、ロンドン・

ナショナル美術館などヨーロッパの有名美術館の作品を検証し、作品に描かれている世界をわかりやすく、西洋

美術とかかわりの深い聖書などの逸話を交えてお話しする西洋美術入門講座です。

日　　時：　２０１７年２月１７日（金）午後７時～８時

場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館２０１号室

参 加 費：　無料

４．第14回発達障がい児理解セミナー「将来、働くために、今から獲得したいソーシャルスキルとは」

子ども達が自立した大人を目指していくには、「子どもの個性を生かす」「社会的スキルを身につける」という2つの

成長・教育の環境が必要です。学童期・思春期に、どのような環境が必要なのか、就労支援の実践現場の事例か

ら考えていきます。

日　　時：　２０１７年２月１８日（土）　受付：午前９時～　講演：午前９時３０分～１１時４５分

場　　所：　こどもみらい館 第１研修室（地下鉄「丸太町」から徒歩３分）

定　　員：　８０名

参 加 費：　１，５００円（当日、受付にてお支払いください。）

５．平和のための開発教育セミナー

今、日本を取り巻く世界は平和でしょうか。危機と不安の中、社会、文化、経済そして自分を見つめなおし平和を

考える「平和のための開発教育セミナー」を開催します。

　日　　時：　２０１７年２月２５日（土）午前１０時～午後４時３０分　※部分参加可能

  場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館２０４号室

  定　　員：　２５名　※小中学生のご参加はご相談ください。

  参 加 費：　無料

すべてのプログラムのお申込み・お問い合わせは、京都ＹＭＣＡまでお願いいたします。

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）７５－２５１－０９７０　（Ｅ-ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

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企画中です。収益金はネパールＹＭ

ＣＡの児童養護施設の支援のために使われます。バザーの商品のご提供にもぜひご協力をお願いいたします。

日　　時：　２月５日（日）午前１１時～午後３時

２．創立記念会員集会

今、全国のＹＭＣＡでは、ＹＭＣＡブランドの再構築を進めています。その過程として昨年ブランドコンセプトが定め

られました。今後京都ＹＭＣＡにおいても各事業をこのブランドコンセプトに沿ったものとし、地域になくてはならな

い、地域から求められる、「人と支援が集まる団体」として会員の力を結集してゆかなければなりません。今年の

会員集会は、ブランドコンセプトの理解を深め、京都ＹＭＣＡのあるべき姿を共に考える会として開催します。皆さ

んの参加をお待ちしています。

日　　時：　２月１０日（金）午後７時～９時

テーマ：　互いを認め合い、高め合う　「ポジティブネット」のある豊かな社会

場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール


