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ヨブ記　１１章7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 4 月 円 4 月現金 円 4 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

温温温温故故故故創創創創造造造造
通巻274号

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：：：：

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

5月号5月号5月号5月号

Kyoto Tops 第23巻

第11号

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 ：：：：

「神の御心の深さ」 あなたは神を究めることができるか。全能者の極みまでも見るこ

とができるか。

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。

心心心心をををを求求求求めてめてめてめて例会例会例会例会にににに至至至至りりりり、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　境地境地境地境地をををを得得得得てててて例会例会例会例会をををを去去去去るるるる

東田吉未ビジョン事業委員長東田吉未ビジョン事業委員長東田吉未ビジョン事業委員長東田吉未ビジョン事業委員長

主主主主

題題題題

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

0

656,832 3,600

　今期ヴィジョン委員長を務めさせていただいている東田です。クラブ歴の浅い方は何をする委員会だろ

う？と思っておられるかもしれません。ヴィジョンとは、クラブの短・中・ 長期に渡り足元の確認や展望を

行う委員会です。今期のヴィジョンの活動は、まず物故者 想いに触れるモニュメントの作成です。これは

どんどん様変わりして行くクラブの内容を 温故知新という観点からこのモニュメントを通してクラブ創成

期、当時のメンバーがトッ プスの将来を輝かしいものにしたいという想いを感じる。また、志半ばで昇天さ

れた仲間 の想いに触れる。この事によって回転する私達の独楽の芯棒をシッカリとしたものにした いと

思っています。他には、新たなる事業の模索があります。これは、成長期から飽和期 に入ってきたトップ

スクラブ。楽しいだけではなくクラブの核となる事業で共に汗をし、 達成を分かち合い、メンバーの核力を

向上し更に充実したクラブに成長さすことに寄与す ると考えます。次期からのヴィジョン委員長は複数年

の活動になります。1年だけの活動で はなく、もっと永いスタンスでクラブの展望が可能になります。次期

の委員長に手腕を発 揮していただきより良いクラブになると確信いたしております。最後に小堀健助の

言葉に「心を求めて例会に至り、境地を得て例会を去る」があります。私たち京都部のワイズメ ンが常に

心の中に抱いている言葉だと思います。私はこの「心・境地」の言葉には、奉仕 であったり友情、愛など

が含まれていると思います。クラブメンバーが色んな事業に沢山 で参加し共に汗を流し、成果を分かち

合う、そして笑う。核力を強くし素晴らしい社会人 の集団とする。これが道筋であり目標でもあると思いま

す。どうかこれからも私たちメン バー一人々がワイズメンであること、トップスの一員であることを誇りに

思って活動して 行って下さい。

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。
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2017年4月12日

ウェスティン都ホテル京都

2017年4月1日

北ビワコホテルグラツィエ

2017年4月16日

京都YMCAリトリートセンター

日時：

場所： 山下久美子Y's山下久美子Y's山下久美子Y's山下久美子Y's

　こんにちは、何度か例会や行事に参加させて頂いてます、山下メネットです。 最初は『ワイズメンズクラブ？』の

活動内容は全くの無知でしたが何度か参加して色んな人の話を聞き少しずつ勉 強させて頂いております。

　来期は、少しでも主人のサポート出来ればと思っていますが．．．．． その為にももっと理解を深めていけないと

思っております。 メネットさんの参加も皆さんお忙しい中大変だと思いますが、少しでも多くの方に参加して頂いて

トップスクラブを 盛り上げて行けたら良いのではないでしょうか！ その為にも前回例会でお話して頂いた言葉の

キャッチボールが大切になってくると思います。私メッセージでコミニュケーションを取れば自然と会話も増えてくる

と思います。皆さんあきらめず実践して下さいね！(笑)

　４月１日（土）北ビワコホテルグラツイエにて行われた「びわこ部」長浜クラブの３０周年例会へ出席しました。西日

本区理事をはじめ多くの来賓、北東部・中部・京都部・阪和部・中西部・六甲部・瀬戸山陰部・九州部そしてびわこ

部のワイズメンが参加した記念例会で、「長浜ワイズメンズクラブ」３０年の歩みを振り返る第一部「式典」、滋賀県

無形民俗文化財の人形浄瑠璃「冨田人形」や長浜メンバーのバンド演奏等の第二部「祝宴」と３０年の歴史を感じ

る例会でした。トップスクラブからは乙坂ワイズ・船木ワイズと私（森田）の３名の参加でした。

日時：

場所： 寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's

　今年の夜桜フェスタはお天気にも恵まれ、緑いっぱいのリトリートセンターはとても気持ちよかったです。

　トップスクラブの屋台は、カップ麺でした。用意と言ったら、お湯を沸かすだけ。用意も片付けもとっても楽をさせ

てもらい、他の屋台のお料理をゆっくり楽しめました。

　たくさんの屋台が出ていたり、音楽のステージもあったりととても賑やかでした。

　残念ながら桜はまだつぼみでしたが、ライトアップされるとつぼみのピンクがとてもきれいでした。

　リトリートセンターは、コメットさんと一緒に来ていただけたら、コメットさんも楽しめると思います。ただし、着替え

をお忘れなく。瑞生は泥だらけになってしまいました。

日時：

場所： 森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's



2017年4月15日

ＸＩＶ琵琶湖

ワイズリーダーシップ開発委員会 

日時：

場所： 新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's

　平成２９年４月１５日彦根のエクシブで開催されました。彦根シャ

トークラブは、１９８２年５月１３日に チャーターされ、私が京都パレ

スクラブに入会したのが、１９８２年４月で、私の会歴と同じになりま

す。 入会して間もなく、

　彦根シャトークラブのチャーターナイトに寄せて頂いた記憶があり

ます。 今は亡き、正村公一ワイズがクラブを牽引され、５０名近くメ

ンバーがおられた時期もあったと思います。 我々トップスクラブも

見習わなければいけない事も多くあります。彦根市との関係や「風

の谷キャンプ場」 の奉仕活動、DBC伊東クラブさんとの交流、素晴

らしい活動をされています。３５周年を契機に、 彦根シャトークラブ

さんが更なる躍進をされます事を、望みます。

　トップスクラブも頑張るぞ！！

委員長 船木順司委員長 船木順司委員長 船木順司委員長 船木順司

 　西日本区に於いてワイズリーダーシップ開発委員（ＬＤ委員会）と称しています。し

かし、ワイズメンズクラブに於いて用語だけをとらえるとリーダートレーニング略して

ＬＴと言うのが一般的です。ではなぜ西日本区ではＬＤ委員会と成ったのでしょうか。

遡る事１９９４年岡本尚男（京都キャピタル）日本区理事期にＬＤ委員会の前身であ

るワイズアカデミーが発足致しました。次期西日本区役員に成る皆様にスキルアッ

プとワイズメ ンの基本を普遍的に学問として学んで頂く機会を作る必要が有るとい

う事で発足致しまし た。その後、幾多の試行錯誤がなされ、2001年吉本貞一郎（熊

本）西日本区理事の提唱に よりワイズリーダーシップ開発委員会（ＬＤ委員会）と名

称変更し、2003年大野嘉宏（京 都パレス）西日本区理事期にワイズアカデミーよりＬ

Ｄ委員会へバトンが渡されました。

新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's

　京都トップスワイズメンズクラブは、親クラブである京都キャピタルワイズメンズクラブの設立１０周年の時に、第

２番目の子クラブとして設立し、１９９４年７月１０日に チャーターナイトを迎えることになりました。京都市内で１４

番目、京滋部で２１番目 日本区では１２８番目の若さに溢れたクラブです。チャーターメンバーはワイズダムのさら

なる拡がりを求 めて熱く燃えていました。私は京都トップスワイズメンズクラブの３代目会長として、クラブ設立時

の思い を継承し、会長主題を「志」とさせて頂きました。親クラブのモットーである、親睦の内に素晴らしい人間 を

創るための愛に基づく自己研鑽の場であり、メンバー一人ひとりが自らを厳しく律することによって、素 晴らしい人

間となり、充実したクラブを創造維持することができる。その思いを「志」として今でも大切に しています。ＴＯＰＳの

ＴＯＰ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ります。京都トップスワイズメ

ンズクラブは止まる事なく、常に躍 動し続けるクラブを目指しています。私の会長期は、親睦第一・ 委員会の充

実・ＹＭＣＡ事業．ＣＳ事業の積極的参加・会員増強・会員維持の大きく４本の柱で事業計画を 立てました。当時は

メンバー数２３名、平均年齢３８才、第一線で仕事をバリバリやっている集団です。役 員会においても、議論が白

熱し様々な意見を取りまとめるのが大変でした。しかし一旦まとまると、どのよ うな事業であれほとんど全員参加

で活動していました。一番記憶に残るのは、日本海重油回収ワークです。 久美浜海岸が重油で真っ黒に染まり、

その重油を回収するのにメンバー全員、ゴーグル・マスク・カッパ・ 長靴を着用し作業を行いました。作業が終わ

れば全員真っ黒に汚れていましたが、何か充実感に満ち溢れて いたメンバーの笑顔が今でも忘れられません。

振り返ってみますと、クラブで様々な経験をした事、多くの 人と出会った事、学んだ事が今でも役だっています。こ

の経験を次世代の若きクラブリーダーに伝え、常に 躍動し続けるクラブである事を願っています。

日本海重油回収ワーク



2017年4月18日

滋賀カントリー

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会

（日）（日）（日）（日） インターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーラン （土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会

（日）（日）（日）（日） ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会 （日）（日）（日）（日） リトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワーク

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

日時：

場所： 内田勝Y's内田勝Y's内田勝Y's内田勝Y's

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

　天候の心配はありましたが幸い雨は降らず、まずまずのコンペになりました。皆様の日頃の行いの成果と感謝し

ております。遠くは沼津のY'sの方もご参加頂いてこれまた感謝です。

　私、主催でありながら、優勝してしまいまして大変申し訳ありません。ダブルペリア方式のコンペスタイルはハン

デキャップが読めなく思いも掛けなかった結果が出るものでして…誠に誠に恐縮しております。実は秋・春と 不謹

慎ですが連覇と相成りました。

　ＥＭＣ.ファンド合同コンペの歴史の長さは確かではありません。私の知りうる限り4年は続いていると認識してい

ます。今回のゲスト様参加は15名となりました。

　このゲスト様の中から将来のY'sの誕生が楽しみです‼

　ご参加頂いた皆様、ありがとうございました。

焼肉のんき焼肉のんき焼肉のんき焼肉のんき　　０７５－５９２－０８６７

京都市山科区音羽野田町２７－４

　

肉好きが集うランチは高コスパ　　上質なお肉をリーズナブルな価格で提供するお店

ランチタイムにはコスパ抜群のステーキや贅沢スープ　肉すいなど何度でも足を運びたくなる逸品が揃う。

17日17日17日17日

28日28日28日28日 25日25日25日25日

31日31日31日31日

21日21日21日21日

10～11日10～11日10～11日10～11日5月5月5月5月 10日10日10日10日 6月6月6月6月

メニュー

　野菜入り白味噌ラーメン　８５０円　ごはん付き

　のんきステーキ　１５０ｇ　１０００円　ごはん　サラダ付き

　　など

ランチ

　11時３０分～１６時（平日）

　11時３０分～１４時３０分（土　日　祝日）

ディナー

　１７時～２２時

定休日

　毎週水曜日　（但し　第２は　火曜　水曜　連休）

１．第１３回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛申込 受付中

第１３回インターナショナル・チャリティーランを５月２１日（日）に開催いたします。

京都部各ワイズメンズクラブの皆様には、当日スタッフや屋台出店などでご協力いただきます。

宜しくお願いいたします。

日　　時：２０１７年５月２１日（日）　９時１５分～１５時３０分　※雨天決行

場　　所：鴨川公園

お問合せ：　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

 　　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）c-run@kyotoymca.org

２．２０１７年度会員協議会

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第６回会員協議会を開催いたします。

　多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時：２０１７年６月２３日（金）　１９時００分～

場　　所：京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

内　　容：リブランディングについて：ブランドスローガン・ロゴ発表など

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までご連絡ください。

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ / （ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

（E-mail）kyoto@ymcajapan.org


