
河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博

河合博之河合博之河合博之河合博之

髙坂訓髙坂訓髙坂訓髙坂訓

河原正浩河原正浩河原正浩河原正浩

牧野篤文牧野篤文牧野篤文牧野篤文

幡山章浩幡山章浩幡山章浩幡山章浩

安田雄策安田雄策安田雄策安田雄策

田頭邦彦Y's　選 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

テサロニケ第一4:11

メンバー数 名

（広義会員4名含む） 現金 円 10 月 円 10 月現金 円 10 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

　今期、西日本区YMCAサービス・ユース事業主任を仰せつかっております、京都ウエストクラブの河合久美子です。京

都トップスクラブの皆様には日頃のYサ・ユース事業へのご協力に心より感謝申し上げます。

　「今こそ　Yサ力　アップ！　～YMCAとともに　ユースとともに　確かな未来を～」の主題のもと、「Yサ力アップ！」を

キーワードとして皆様の意識を高め、西日本区Ｙサ・ユース事業のいっそうの発展と活性化に繋がるお手伝いができれ

ばと考え、日々の活動を推進させていただいております。

　中でも、ユース支援については、歴代のYサ・ユース事業主任も特に力を注いで来られた分野でありますが、今期に

おいても、青少年の健全育成のため、またワイズメンズクラブの未来のため、ユースコンボケーションをその中心的な

事業の一つとして位置付け、鋭意取組みを進めさせていただいております。今夏京都で開催されたアジアユースコンボ

ケーション（AYC）においては、西日本区から17名のユースが参加いたしましたが、この度、彼ら彼女らの気付きや体験

をまとめたAYC報告書が完成いたしました。西日本区のHPからダウンロードができますので、どうぞご覧いただき、ユー

スの熱き想いを感じていただけましたらと思います。そして、来年８月、台湾において開催されるインターナショナルユー

スコンボケーション（IYC）において、多くのユースがチャンスを得て、世界に視野を広げ、成長していける場と機会が与

えられますように、是非、身近なユースをIYCにご推薦いただけましたら幸いです。

　今期、事業主任として、９つの部における全ての部会に出席をさせていただき、またYY（Y）フォーラムや各種Yサ・

ユース関連行事の機会に各地を訪問させていただく予定です。地域によりYMCAやワイズメンズクラブの規模や態様も

様々で、ニーズも各々異なると感じていますが、得た情報については、西日本区全てのワイズメンが共有できるよう、事

業通信を毎月発行し、活発な発信を行っていきたいと考えています。

　今期も順調にメンバー数を増やしておられ、京都部においても大いなる存在感を発揮しておられる京都トップスクラブ

様におかれましては、今後ますます、多方面において活発な活動を展開していかれることと存じます。何卒、Yサ・ユー

ス事業に対しても、更なるご理解とご協力をいただけましたら幸いです。
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静かに生活し、自分の務めに励み、手ずから働くことをあなた方の目標としなさい

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。
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ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めて、EMCや

クラブの活性化につなげましょう。
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2015年10月14日

ウェスティン都ホテル京都

2015年10月15日

沼津

2015年10月10日

近江八幡国民休暇村

　10月14日、ウェスティン都ホテル京都で「TOBE & TOPS 合同例会」が河原会長の点鐘で開催されました。通常

例会では交流することのできない他クラブとの例会、ワイズメンズクラブの面白さを実感できる例会だったと思いま

す。ドライバー委員の方が趣向を凝らしたテーブル対抗クイズ大会も盛り上がり、TOBEクラブの方々との交流が

深められました。私事ですが、20周年例会のアピールにTOBEクラブさんの例会に参加しそこで知り合った方に何

度か仕事の相談をさせて頂きました。今回もたまたま同じテーブルで、仕事をお願いすることになりました。そんな

つながりが得られるのも魅力の一つかと思っています。また、この例会ではTopsの新しい仲間、松本Y’sの入会式

も行われました。これでTopsは59名となりました。Topsの勢いと交流の楽しさを味わえる、そんな例会だったと思い

ます。

日時：

場所： 牧野篤文Y's牧野篤文Y's牧野篤文Y's牧野篤文Y's

日時：

場所： 石黒健太Y's石黒健太Y's石黒健太Y's石黒健太Y's

  １０月１５日に開催されました、沼津クラブさん主催のゴルフコンペに、飛び入りで参加させて

頂きました。

参加させて頂いたきっかけは、 沼津クラブさんのＦａｃｅｂｏｏｋにゴルフコンペの案内があり「ぜ

ひ参加したい！」って衝動にかられ、ご無理を承知で参加を 申し込みさせて頂きました。前日

の１４日がトップスクラブの例会のため、夜１０時に京都を出発して、朝方に到着しましが、沼

津クラブさんの、泉ワイズ、渡 邊ワイズに早朝より出迎えて頂き本当にお世話にになりまし

た。ゴルフは泉ワイズとご一緒させて頂きとても楽しかったです。泉ワイズの親分 肌のお人柄

に惚れました！（笑）また多くの富士山部の皆様と楽しい一日を過ごす事ができました。終了

後は大村会長はじめ後藤ワイズ、相磯 ワイズ、片岡 ワイズに一席もうけて頂き沼津の夜を

満喫できました。本当に皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。 今回参加させて頂き、沼津

クラブさんとのＤＢＣ締結が改めて本当に良かったなぁ！って心から実感しました。

　次回は沼津クラブの皆さんと京都でお会いできることがとても楽しみです。因みにベスグロ

で優勝しちゃいました！（汗）

　平成27年10月10日（土）第20回びわこ部会が琵琶湖湖畔の近江八幡国民休暇

村で盛大に解され、トップスクラブからは、新山ｙｓ、船木ｙｓ、乙坂ｙｓ、河合ｙｓの４

名で参加。

　私がびわこ部会に参加した契機はアジア地域大会で、新山ｙｓより部会を主催

する近江八幡クラブさんをご紹介いただき『トップスさん凄いですね！びわこ部会

に来てください』と煽てられ調子に乗ったのが始まりです。また、熱心に部会ア

ピールにも来てくださり行かないわけにはいきませんよね！

　さて、基調講演にはびわこスポーツ成蹊大学学長（前滋賀県知事）の嘉田由紀

子先生が招かれ、県知事時代の話や琵琶湖生態系の話など興味深いものが

多々ありました。野外で行われた懇親会は京都部主催とは全く異なった和やか

な雰囲気の部会で、他クラブさんの活動を体験するのは非常に良かったと心に

刻んだ私でありました。

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

日時：

松本沙耶香松本沙耶香松本沙耶香松本沙耶香

　初めまして。松本沙耶香です。ご縁あってトップスのお仲間に入れていただき、とっても嬉しく思っ

ています。

　祇園末吉町で生演奏の流れるbarラウンジさあやを経営させていただいてます。音大に行ってい

たので今でも音楽はジャンル問わず大好き。

　烏丸の大丸裏では、お稽古サロンSalon de Saayaを主宰していて、クッキーやお皿、スワロフス

キーを使ったアクセサリー、プリザーブトフラワーなど販売、作り方の指導をしていますのでＤＩＹも得

意です。

　まだまだ未熟な私ですが、Y'sの活動を通じ成長していけますよう頑張って行きたいと思います。

末永く、よろしくお願いします。



2015年9月19日

ぐんぐんハウス

2015年10月3～4日

同志社大学新町キャンパス

（日）（日）（日）（日） 京都部部会京都部部会京都部部会京都部部会 14～18日14～18日14～18日14～18日 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） Yサアワー例会Yサアワー例会Yサアワー例会Yサアワー例会 （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

（日）（日）（日）（日） YMCA祭ｉｎ舞鶴YMCA祭ｉｎ舞鶴YMCA祭ｉｎ舞鶴YMCA祭ｉｎ舞鶴 （火）（火）（火）（火） 役員会役員会役員会役員会

（日）（日）（日）（日） リトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタ

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会25日25日25日25日

19日19日19日19日

日時：

場所： 乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's

　10月18日（日）今期の本格的なCS事業の第一弾として、十数年にわたってお手伝いを続けさせていただいてい

る「ぐんぐん秋祭り」に今年も出店参加をしました。

　前日の17日（土）には、夕方から巴山直久ワイズ・清水寿和ワイズ・森田茂実ワイズ・安田雄策ワイズ・倉卓也ワ

イズのお手をお借りして祭りステージの設営を行い、当日は10時の祭り開始に間に合うように9時より焼き芋の準

備に取り掛かり無事販売をスタートさせることができました。

　トップスクラブの他にも、地域の施設や自治会の方々が、食事や手芸品・特産品の販売ブースを出店されており

とても賑やかな雰囲気でした。また、ぐんぐんハウス利用者によるハンドベルの演奏や、和っ鼓さんによる和太鼓

演奏、大学生のよさこい踊りなどでお祭りをさらに盛り上げていました。

　当の焼き芋ですが、今年は安納芋という甘味の強い種類の芋を使って作りましたので、購入された皆さんから大

変好評で最終的には完売することができました。利用者の方々にも喜んでいただき、交流の場を与えていただけ

たことにも嬉しく思います。また、これからも続けていくべきサポートであると強く感じました。

　参加者：廣田隆治ワイズ・森田茂実ワイズ・今西宏樹ワイズ・内海雅弘ワイズ・河合博之ワイズ・幡山章浩ワイ

ズ・船木順司ワイズ・笠井俊明ワイズ・笠井はる美メネット・河原祥博会長・東剛士委員長　　計11名

日時：

場所： 東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's

15日15日15日15日

22日22日22日22日

22日22日22日22日

　10月3日・4日に第5回エイズ文化フォーラムが同志社大学新町キャンパスにおい

て開催され、私は受付担当として参加させて頂きました。

　開会式でフォーラムを開催する趣旨等の説明の後、各教室に分かれて分科会が

開かれ、医療関係者や宗教関係者、教師やHIV陽性者の方たちが講師となって、参

加者に予防や対策、今後の取組等の話をされました。受講者の中には熱心にメモ

を取ったり、講演者に質問したりする人もあり、充実した中身の分科会だったと思い

ます。中には盛況で入場制限された教室もありました。

　２日目には、『HIV抗体即日検査』 も実施され、私は受診しませんでしたが、多くの

人が受診されたようです。フォーラムは横浜から始まり京都や陸前高田、佐賀へと

広がり、各地で趣向を凝らした催しが繰り広げられ、徐々に一般にも浸透してきたよ

うに思います。来年も同志社大学をお借りして第６回が開催される予定です。今回

参加できなかったメンバー諸君、是非とも来年は元気な顔を見せて下さい。受付で

私がお出迎えさせて頂きます。

11月11月11月11月 1日1日1日1日 12月12月12月12月

11日11日11日11日



2015年10月23～5日

釜山

東剛士Y's　選捨てるとき　心苦しさ　忘れずに

日時：

場所： 石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's

　早朝、2台に分乗し関西空港へ、参加者（河原祥博会長･河合副会長･河原正浩書記・牧野書記・幡山会計・東

Y’s・木村Y’s・清水Y’s・石飛交流委員長）9名にて空路釜山へ旅たちました。

　釜山空港にて、西面クラブの方々に歓迎して戴き、免税店経由ホテルへ。　例年の気温よりかなり高め、すこし

汗ばむ感じです。

16:00ホテル出発　西面クラブ例会まで公園の湖畔を散歩、そこでマッコリにて乾杯、粋なひと時を楽しませて戴き

ました。緊張感もほぐれ例会会場へ。前回の会場をイメージしましたが、高級焼肉店にて公式交流例会を開催して

戴きました。私も仕事柄韓国の焼肉店を知っていますが、旅行者があまり行かない様なお店です。

18：00開会河原会長も少し緊張気味でしたが韓国語でスピーチされ、場の方もなごみ、非常に盛り上がる例会に

なりました。IBC締結時の歴代会長のスピーチの中で当時トップス会長加藤信一Y’s・交流委員長加藤隆司Y’sの

話を聞きながら先輩の築いていただいた絆をこれからも大切につないで行く事は私たちの使命だと思いました。釜

山地方長等来賓のスピーチの中から西面クラブの熱心なクラブ活動を凄く感じられました。

夜も更け閉会後、カラオケクラブを予約して戴いていまして、本格的な夜の交流会が始まりました。夜遅くまで、メ

ネット同伴にてお付き合いいただきました。

翌日、日程に無かった朝食から手配して戴きチャガルチ市場までお付き合いして戴きました。昼食は、ハモしゃぶ

を用意して戴きました。私も韓国では初体験です。その場に1日遅れで小林Y’sが合流し市民公園にて版画体験を

させていただきました。

　その後、今回のメインイベントの花火会場へ8万5千発の花火が上がるとの事でしたので、楽しみにしていました

が、今年から桟橋席が有料になり、心配していましたが、さすがセレブクラブ、テラス席の特別席を用意して戴きま

した。8時からいよいよ始まりましたが、予想以上の迫力とカンアンリ橋をうまく使った構成で50分間息をする間もな

く時間が過ぎました。やはり、すごい見物客なので、混雑も半端無くホテルの到着も遅くなりましたが最後の夜なの

でホテルの近くの屋台で打ち上げをして頂きました。両日とも夜遅くまでお付き合いして戴き、忘れられない交流

会になりました。

　翌朝も、国際市場まで案内して戴きショッピングまでお付き合いして戴きました。最後の昼食に、参鶏湯を戴き名

残惜しい西面クラブ交流会は終わりになりましたが、心の籠った交流会をして頂き、改めて西面クラブメンバーに

感謝の気持ちで一杯になりました。

　翌年の交流会をここまで出来るだろうか参加メンバーもそれぞれ、心に期する物が芽生えた様です。17：00釜山

空港を離陸帰京の途へ。

　参加メンバーの方お疲れさまでした。



２．ＹＭＣＡ祭

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校生の日頃の取り組みを発表し、京都ＹＭＣＡや地域に連なる方々との交流を図ることを目的に毎年実

施しています。学生によるステージイベント、模擬店や物品販売を実施し、収益は国際協力募金等に充てさせて頂いております。

楽しく気軽に参加できるよう準備を進めています。皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時：　１１月３日（祝）午前１０時～午後３時

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

３．パネルディスカッション 「アジアの若者が語る夢と出会い」

　グローバル化が進むこの社会の中で、今、夢を持って海を渡る若者は何と格闘し、どんな出会いがあるのでしょう。パネルディス

カッションで、アジアの若者達がそれぞれ思いを語ります。そんな彼らの思いに耳を傾け、国や世代を超えて、あなたも発言してみま

せんか？

お申込み不要、どなたでもご参加いただけます。ぜひご参加ください。

　日　　時：　１１月１３日（金）午後７時～９時

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ地階マナホール

　参 加 費：　無料（申込不要）／　定　　員：５０名

　お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

４．舞鶴ＹＭＣＡ国際協力街頭募金、ＹＭＣＡ祭

　舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校でも国際協力街頭募金とＹＭＣＡ祭を行います。どちらも舞鶴で初めての行事です。ＹＭＣＡ祭では、

地元の方との交流の機会として、寄席や占いブース、模擬店など楽しい催しを用意しております。ぜひお越しください。

日　　時：　１１月１５日（祝）

　　　　　　　国際協力街頭募金：　午後１２時３０分～／ＹＭＣＡ祭：　午後１時～４時

　場　　所：　舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

　内　　容：　ＹＭＣＡ寄席（森乃福郎さん他）：　午後１時３０分～

  　　　他にも、高島秀周先生の占いブースや専門学校生、福祉施設、ワイズメンズクラブの模擬店、イベントコーナーもあります。

５．ＹＭＹＷ世界合同祈祷週集会

世界のＹＭＣＡとＹＷＣＡでは、毎年１１月に「世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週」として世界の抱える様々な問題について共に祈る週

としています。今年のテーマは「希望あれ」です。

　京都ＹＭＣＡと京都ＹＷＣＡは、京都ＹＷＣＡも取り組んでいる児童養護施設退所後の若者の自立支援の問題をテーマに、パネル

ディスカッション方式で児童養護の現状と課題、若者の自立支援の方法を考えていきます。

　日　　時：　１１月２１日（土）午後６時３０分～

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ地階マナホール

　参加費：　（一　般）５００円／（学　生）３００円　　軽食付き

　お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡ

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

７．スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集が始まります。

＊スキーキャンプ

　　（会友）電話受付　　１１月　４日（水）午前１０時～

　　（一般）Ｗｅｂ受付　　１１月　５日（木）

　　（一般）電話受付　　１１月１１日（水）午前１０時～

　　お申込み・お問合せ：　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

　　（会友）電話受付　　１１月　４日（水）午前１０時～

　　（一般）Ｗｅｂ受付　　１１月　５日（木）～　９日（月）

　　（一般）電話受付　　１１月１１日（水）午前１０時～

　　お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡウエルネスセンター（ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

１．国際協力街頭募金

戦争や紛争の中で飢餓や貧困に苦しめられている人々の救済、アジアやアフリカの青年と女性の社会参加と自立、海外での自然災

害の被災者救援を目的に、毎年国際協力募金を行なっています。

　今年も会員・市民ボランティアの方々が協力して、街頭で国際協力を呼びかける募金活動を行ないます。

　参加及び募金にご協力ください。

日　　時：　１１月１日（日）午後１時～午後２時３０分　（１２時三条本館ロビー集合）

　場　　所：　三条河原町、三条大橋、四条河原町、四条烏丸、など市内約１１ヵ所（予定）

　お問合せ：　京都ＹＭＣＡ国際協力専門委員会

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

６．オータムフェスタ

毎年行われる秋のイベントです。自然豊かなリトリートセンターで、紅葉と秋の味覚を楽しみましょう。ご家族、お友達とぜひご参加く

ださい。

　日　　時：　１１月２２日（日）　午前１１時～午後３時（受付開始：午前１０時３０分）

　場　　所：　京都ＹＭＣＡリトリートセンター

　参加費：　（大人（中学生以上））２，０００円／（小学生）１，０００円／（幼　児）無料

　　　　　　　※京都駅、ＪＲ宇治駅、京阪宇治駅より無料送迎バスあり。

　　　　　　　（要事前申込（１１月１９（木）締切））

　お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局

　　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８（当日のみ：０７７４－２４－３８３８）

　　（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@ymcajapan.org


