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石田博紀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

ヨハネによる福音書 １２章２４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 2 月 円 2 月現金 円 2 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

JWF

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせ

て献金をお願いします！
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　沼津ワイズメンズクラブ様、チャーター50周年迎えられ、また盛会に終えられたこと心よりお慶び申し上げます。

　50周年記念例会には利根川恵子東日本区理事、増田隆富士山部長、スポンサークラブの東京クラブ、熱海クラ

ブをはじめとする東日本区のクラブ、西日本区からはブラザークラブの彦根クラブ、トップスクラブを加え総勢約

160名にのぼり、トップスクラブからは27名の参加者に達しました。今期、最大級の事業計画と位置づけした沼津ク

ラブ50周年記念例会訪問事業、遠方にもかかわらず多くの参加いただけましたこと御礼申し上げます。

　トップスクラブは23期を迎えておりますが、50年以上の歴史を紡いだ多くのクラブが参集されトップスクラブも今

後まだまだ今期主題「温故創造」の通り、ここまで築かれた歴史を、そして新しく創り上げる歴史を紡いでいきたい

と思います。

　今回、チャーターバスで訪沼した訳ですが、平成27年の舞田期西日本区大会にて故渡部與志夫ｙｓが当時次々

期会長に指名された私にこう言われました。

　「この西日本区大会が最後の大会になる。岩国へバスで行った西日本区大会が楽しかった（平成26年髙坂期・

トップスクラブ／最優秀クラブ賞受賞　故渡部與志夫ｙｓ／奈良傳賞受賞）と言われた生前のお言葉を必ず実現し

よう！與志夫さんの功績を、そして想いを紡いでいこうと思い今回チャーターバスでの往復とさせていただきまし

た。チャーターバスや沼津クラブ様の二次会、場所を変えてのカラオケ三次会などひとつの空間で多くのメンバー

交流ができ楽しい時間を過ごすことが出来非常に嬉しく、また與志夫さんの想いを感じることができ感謝申し上げ

ます。

　5月にはEMC主催の有志親睦旅行、6月には熊本での西日本区大会があります。先輩メンバーは会歴の浅いメ

ンバーへ歴史を繋いていただき、会歴の浅いメンバーは「人生の道場」として先輩方から色々なことを学ぶ機会と

して参加いただけると幸いです。

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 ：：：：

はっきり言っておく。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままで

ある。だが、死ねば多 くの実を結ぶ。

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。

歴史歴史歴史歴史をををを紡紡紡紡ぐぐぐぐ
～　沼津ワイズメンズクラブ５０周年記念例会　～

第23期会長　河合博之第23期会長　河合博之第23期会長　河合博之第23期会長　河合博之

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered
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3月号3月号3月号3月号

Kyoto Tops 第23巻
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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

温温温温故故故故創創創創造造造造
通巻272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：：：：
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2017年2月8日

京都YMCA　マナホール

2017年2月18日

ニューウエルサンピア沼津

日時：

場所： 巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's

　２月８日、京都ＹＭＣＡマナホールにおいて、ＴＯＦ例会が開催されました。

　皆さん既にご存知ではあると思いますが、ＴＯＦとはタイム・オブ・ファストの略で世界の飢餓に苦しむ人々のため

に、ある月のクラブ例会の食事を抜きにして、その分の金額を支援目標に捧げる奉仕活動です。ワイズメンズクラ

ブに所属して例会に参加するだけで、行える奉仕活動です。（素晴らしい）

　トップスクラブでは、毎年２月をＴＯＦ例会と定めています。ＴＯＦ例会では地域奉仕委員会が中心となり、例会の

企画・運営を行っております。

　今年は、従来より支援と交流を続けている、ぐんぐんハウス（社会福祉法人ももやま福祉会：生活介護・就労継

続支援Ｂ型・短期入所）の職員さんを招待し、講演と交流を行いました。谷村施設長・星谷さん・安本さんの３名に

よる、「私が福祉職員になった理由」をテーマのお話を聞けて、今までより施設との距離感が近くなった気がしま

す。

　人を知り、楽しみを見つけてから進められる奉仕活動が行っていければと感じました。５月には、ぐんぐん焼肉交

流会も行われますので、是非参加下さい。

　ＴＯＦ例会開催にあたり、協力いただいた施設職員様・クラブメンバーに感謝します。

　2月18日土曜日にニューウェルサンピア沼津で開催された沼津ワイズメンズクラブ50周年記念例会に参 加して

きました。 午前5時の集合時間にもかかわらず、トップスクラブから26名のメンバーが参加していただけたのには

交流委員長として感謝しかありません。 実際記念例会に参加してみても、100名を超える参加者の中でも盛り上

げに一役買っていたのは間違い なかったと思います。 沼津クラブの渡邊会長も、兄弟クラブであるトップスクラブ

から多くの参加者があったことに喜んで おられました。 当日は、同ホテルでの懇親会の高坂さんイジリ、沼津駅

近くでの三次会カラオケのタカシさんの勇姿、 四次会での牧野さんのウォッカ一気飲み。いろいろと楽しいことが

あり大勢で盛り上がれたのがとて も思い出に残っています。

　翌19日の朝は9時にバスが出発でしたが、それまでの時間で沼津港の定食屋さんに足を伸ばして美味し い海鮮

料理を食べに行けて、僕個人としては大満足の沼津旅行でした。 皆でまとまって行く旅行はやっぱり楽しかったの

で、5月のEMC旅行も今から楽しみにしています。

参加者　河合博之 高坂訓 加藤隆司 的場幸生 山下大輔 巴山直久 河原正浩 渡部美代子 宮尾勝己 東剛士

河原祥博 河本俊介　清水寿和 舞田智之 小林郁佳 八木薫史 石田博紀 寺内陽子 倉卓也 東田吉末 本田正人

田頭邦彦 石飛七夫 本田恭平 新山兼司 加藤信一 牧野篤文

日時：

場所： 東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's



2017年2月26日

しょうざん

2017年3月2日

ホテルマーレたかた

2017年3月9日

日航プリンセスホテル京都

2017年3月12日

京都YMCA

　平成29年3月12日（日）14：00～　＠京都YMCA　三条マナホールにて礼拝・式典・

懇親会が行われました。今年は14名の学生リーダーが卒業で皆、異口同音にYMCA

プログラムに参加した子供たちから学んだことや、幾度となく挫けそうになったときに

支えてくれた先輩、後輩、同期リーダー、ディレクターの存在、絆の感謝の気持ちを

話されていました。彼ら彼女たちは京都YMCAのボランティアリーダーを卒業するわ

けですが、これからの人生においてリーダーの第一歩を踏み出したにすぎません。

今後、社会で待ち受ける幾多の困難にも必ず打ち勝ち、素晴らしい人間になるんだ

ろうと思います。我々トップスクラブはYMCAリーダーとの関わり合いが深くはありま

せんが、卒業リーダーたちを陰ながら応援できればと思います。最後になりますがこ

の度はご卒業誠におめでとうございました。

日時：

日時：

場所： 巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's

　京都ZEROクラブさんは竹園次期京都部長を輩出されるため、9月10日の京都部会に向けて

着々と準備を進められており、本日の例会はそのファンデーションと位置付けられていること

をお聞きし参加させていただきました。

　詳細は部会当日のお楽しみとして伏せておきますが、京都ZEROクラブさんらしいトリッ

キー？？？な楽しいイベントを企画されています。3月28日（火）に開催されるCATT合同例会

においては京都部会のPRも兼ねて3月第2例会として多くのZEROクラブメンバーさんがお越し

されるので京都エイブルクラブさん、京都キャピタルクラブさん、京都東稜クラブさん、そして

トップスクラブの5クラブが集い100名を超える大例会となります！色んなクラブ、そしてクラブ

メンバーさんと交流を深めワイズメンズクラブを京都部から盛りあげて行きたいと思います。

日時：

場所： 河合会長河合会長河合会長河合会長

　２月２６日（日）に京都部主催によるチャリティーボウリングに参加してきました。トップスクラブからは、河合会長・倉Ｙ

Ｓ・倉コメット・山下ＹＳ・森田ＹＳ・東ＹＳ・河原祥博ＹＳ・河原コメットとそのお友達・松本ＹＳ・松本ＹＳの弟さん・八木ＹＳ・

本田恭平ＹＳ・巴山の１４名でありました。

　クラブ対抗のスコアは残念ながら、３位までに入れずに表彰なしでした。又、クラブ代表による対抗戦では、河合会長

が出場しましたが、２回戦敗退と成績的には芳しくない結果でした。

　その中で、ボウリングの参加はありませんでしたが、山下ＹＳと本田恭平ＹＳが、メネットとコメットを連れてこられ和や

かな時間になったと思います。　倉さんの息子さんが、山下さんの娘さんの遊び相手になっている場面は癒しの風景で

した。

　無事に終える事ができ、ご協力いただいたメンバーさんに感謝します。来年もアットホームな雰囲気が続けばと、柄に

なく思う一日となりました。

日時：

場所： 河合会長河合会長河合会長河合会長

場所： Y'sY'sY'sY's



（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 次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会

次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会 （水）（水）（水）（水） メネット例会メネット例会メネット例会メネット例会

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 （土）（土）（土）（土） 彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会

（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 （日）（日）（日）（日） 夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ

（火）（火）（火）（火） CATT例会CATT例会CATT例会CATT例会 （火）（火）（火）（火） EMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペ

（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

（金）（金）（金）（金） YYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラム

15日15日15日15日

18日18日18日18日

3月3月3月3月 12日12日12日12日 4月4月4月4月 1～2日1～2日1～2日1～2日

店名 ラーメン藤 野洲店　　住所 〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原472-1　電話番号 077-588-3422

　営業時間 【平 日】 11:00～翌3:00（L.O.2:30）　　【日曜日】11:00～翌1:00（L.O.24:30）　定休日 無休

　席数 【カウンター 16席】【テーブル 4人×6卓】　　喫煙 喫煙可

　アクセス JR東海道本線『野洲駅』より徒歩約15分駐車場 駐車場あり20台

　メニュー 醤油ラーメン 700円　醤油大盛りラーメン 850円　醤油特製ラーメン 850円　醤油焼豚ラーメン 900円

　　味噌ラーメン 750円

　ここのラーメンを食べるだけに野洲までたまに出かけます。大阪の人も北陸へ高速道路を使っての仕事の帰り

に竜王インターでわざわざ降りて、食べに寄ると言っておられました。自家製キムチが食べ放題です。ライス付き

の定食等もあります。から揚げも美味しいです。

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．第１３回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛・ボランティア申込開始

　３月６日（月）より第１３回インターナショナル・チャリティーランの参加・協賛・ボランティア申込受付を開始しま

す。ご協力よろしくお願いします。

　参加申込みは、リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にて

お手続きいただくか、大会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよりお申込みください。協賛お申込

みは、リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１階窓口にてお手続きください。また、

今大会から、大会運営をお手伝いくださる一般のボランティアも募集しています。ご家族、ご友人、お知り合いの方

にぜひお声かけください。

２．第２８回全国車いす駅伝競走大会

　宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの２１．３Ｋｍを５つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズ

クラブのボランティアが、各中継所及び西京極競技場での選手の介助をボランティアで行います。

日　　時　　２０１７年３月１２日（日）午前８時 ～ 午後２時（雨天決行）

場　　所　　（集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー

　　　　　　  （解散）西京極競技場

３．第４回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会

　今年で４回目になるＴｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会を下記の日程で開催します。

日　　時　　２０１７年３月１８日（土）１９日（日）　午前８時４５分 ～ 午後５時まで

会　　場　　京都市横大路運動公園体育館

４．総主事就退任式

　すでにお知らせさしておりますように、総主事 神﨑清一が３月３１日で退任し、後任として加藤俊明が４月１日付

で第１２第総主事に就任します。総主事就退任式ならびに感謝と励ましの会を行います。

［就退任式］

日　　時：　２０１７年３月２０日（月・祝）午後２時 ～（受付：午後１時３０～）

場　　所：　ウィングス京都 イベントホール

［感謝と励ましの会／茶話会］

日　　時：　２０１７年３月２０日（月・祝）午後４時 ～ ５時３０分　（受付：午後３時３０～）

場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

18～19日18～19日18～19日18～19日 12日12日12日12日

16日16日16日16日20日20日20日20日

26日26日26日26日

28日28日28日28日

28日28日28日28日

29日29日29日29日

kawai
タイプライターテキスト
次期役員研修会　4月8日・9日です




