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森田茂実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

コリントの信徒への手紙　１０．２３

メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円
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会会会会 長長長長 ：：：：

「すべてのことが許されている。」しかし、すべてのことが益になるわけではない。「すべてのこ

とが許されている。」しかし、すべてのことがわたしたちを造り上げるわけではない。

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。

ご挨拶ご挨拶ご挨拶ご挨拶

第19代西日本区理事　遠藤通寛第19代西日本区理事　遠藤通寛第19代西日本区理事　遠藤通寛第19代西日本区理事　遠藤通寛

EMC-E YES

Eの前にM（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れてきてもらったように、仲間

を連れてきましょう。ドロップの前に1人が1人を連れて来る工夫。YES献金は新規クラ

ブ設立資金です。

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 いつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful alwaysいつも喜んでいなさい　　Ｂe joyful always

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題 メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団メンと共に　メネットはワイズの応援団 会会会会 計計計計 ：：：：

【【【【 20202020 周周周周 年年年年 記記記記 念念念念 トトトト ッッッッ ププププ スススス 宣宣宣宣 言言言言 】】】】 笑笑笑笑 顔顔顔顔 大大大大 量量量量 生生生生 産産産産 宣宣宣宣 言言言言

　京都トップスワイズメンズクラブの皆様、平素よりワイズダム発展のため、また活発な地域奉仕活動に感謝申し上げ

ます。2015年～2016年度もすでに半年が過ぎました。納涼例会では大変お世話になりました。貴クラブの爆発するよう

なエネルギーを体験することができ大変刺激をいただきました。

　また、平素より加藤信一広報・情報委員会委員長には区の広報にご助力をいただいております。そして、船木順司ワ

イズリーダーシップ開発委員会委員長には次期役員研修会をお世話いただき、また来る3月には次期会長・主査研修

会を開催し、次年度における西日本区全体の準備のお世話をいただくことになります。西日本区の将来を担うリーダー

の研修の場です。各委員の皆様と入念な打ち合わせをしていただき誠に感謝申し上げます。河原祥博　会長期の後半

の半年の活動に加え、次期会長期の準備にと、また忙しい日々がスタートいたします。

　さて、12月13日14日韓国の仁川で開催されたミッドイヤーミーティングの中で、エドワードAPのお話の一部に、会員数

の減少しているクラブに活力を与えていただきたいという依頼がありました。これは国内、国外を問いません。

　京都トップスワイズメンズクラブの情熱をDBCに注いでいただき元気づけていただきたいと思います。

　今期の小野EMC事業主任は、ワイズ100周年に向かって強く会員増強を提唱しております。2022年に西日本区2022

名の会員ですから、大変な目標となります。エドワードAPは15人未満のクラブは15人を目指し、15人から20人未満のク

ラブは20人を目指すことを指示されました。また西日本区は4クラブの新設も指示されました。大きな目標を提示されて

いるわけですが、今期に於いて京都部の各クラブとご協力いただき、新クラブ設立のためにお働きいただき感謝申し上

げます。

　また、今期はロールバックマラリアの活動のなお一層の推進、5年を迎える東日本大震災の復興支援をメンの皆様

に、またメネットの皆様には国内プロジェットとして北東部4クラブの支援をお願いしております。少しでも支援を必要とさ

れておられる方々に寄り添いたいものです。

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered
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第22巻

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith信念のあるミッション（使命・目標）　　Theme: Mission with Faith 副副副副会会会会長長長長：：：：

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題 愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve愛をもって奉仕をしよう　　Theme: Through Love, Serve

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can!あなたならできる！ きっとできる　　You can do it! Yes, you can! 書書書書 記記記記 ：：：：
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河原祥博会長主題河原祥博会長主題河原祥博会長主題河原祥博会長主題：：：：

DOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTHDOWN  TO  EARTH

～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～～地に足つけて！　そして魅力あるクラブライフへ～



2015年11月11日

京都YMCA

2015年11月1日

京都ホテルオークラ

2015年11月4日

京都YMCA

2015年11月22日

京都YMCAリトリートセンター

　１１月１日（日）今期の京都部部会が京都ホテルオークラに於いて開催

されました。４００人を超える参加者がありトップスクラブからは２７人の

登録でした。河原会長登壇のバナーセレモニーから始まり「癒し」がキー

ワードの部会がスタートしました。「遠藤西日本区理事」が欠席のためトッ

プスクラブとは縁の深い「正野西日本区書記」の来賓挨拶がありました。

　懇親会では「eRika」さんのヴィオリンコンサートや南米の古都クスコ出

身の兄弟の「フローレス・デュオ」によるペルー音楽の演奏がありました。

耳なじみのある曲やノリの良い曲が多く演奏されまさしく「癒し」の時間を

過ごしました。次期はもっと多くのトップスメンバーが参加すればと思った

部会でした。

　11月11日のYサアワー例会に出席致しました。僕も少しずつですが我が

トップスクラブの内容がボチボチ分かりかけてきている今日この頃です。Y

サアワーって何や？って感じの方もおられると思うので分かる範囲で説明さ

せて頂くとYMCAに若い人達(大学生)が育成リーダーとしてお手伝いや奉仕

活動をしに来てる人達との例会でした。あってるかな？(笑)

　今回の例会ではそのリーダー達からお題を出されました。その日はポッ

キーの日でしたのでポッキーのCM創りを各テーブル事に最低２分と言う

中々のお題に各メンバーも大変苦戦しておりました。

　短時間でテーブルの皆で意見して演出を考えていざ発表です。

　はい！ご想像通り皆ｸﾞﾀｸﾞﾀでかなり皆面白い感じに仕上がりました。この

年になって演劇的なｾﾘﾌを言うとは思ってませんでしたので(笑)　でも大変

面白い例会を経験させていただきました！

日時：

場所： 飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's

　地に足をつけて！そして魅力あるクラブライフへ

　第4回EMCアカデミーが2015年11月4日(木)、三条YMCAにて開催されました。 EMCアカデミーは歴代の会長様

や各委員長様の発案により、会員のための勉強会という名目で定期的に実施されています。

 第4回の講師は内田勝Y.Sで、題名は「対人コミュニケーション心理学」とのことでした。 人間感情の仕組みや対人

コミュニケーション心理学対処、パターン等、大変刺激的な内容の講義でした。言葉だけでなく、図も用いて説明し

て下さっていたため、視覚的に捉えることができ、分かり易い講義でありました。内田Y.Sの講義で、経営者として

大切なことである「スタッフへの声かけや気遣い」等に改めて気づかされました。内田Y.Sに感謝です。

  トップスに入会して半年強経過しましたが、先輩経営者の皆様には教わることばかりです。こんな壮大なメンバー

に囲まれて、日々幸せでございます。メンバーの一員として活動できることに感謝の気持ちでいっぱいです。

まだまだ未熟者ですが、皆様に追いつけますよう、頑張りたい所存でございます。

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

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

　11月22日笠取リトリートセンターにてオータムフェスタが開催され、留

学生やYMCA利用者の方など多くの方に来ていただきました。

　トップスはおでんを提供し、前日から仕込んでくれた今西委員長がワ

イズじゃがいもも入れて下さって、おでんを初めて食べる留学生たち

にも人気の屋台となりました。

　しかし、おでんのネタを数種類準備しましたが、たまご、大根は人気

で偏ってしまう問題点もでたりと、改善すべきことも見つかり、今後出

店系での提供する商品は何がいいかなどの話題もありました。

　ここ数年トップスではオータムフェスタの出店は控えていましたが、

準備は大変だが出店すると来年もやりたいという声も上がっていまし

た。

　他のクラブさんも気合いの入ったモノを出して、来てくださった皆さん

には喜んでもらえたかと思います。

　今回は仕事で途中で失礼しましたが、3月のバスケでの豚汁や4月

の夜桜、5月のチャリティーランなど来年も目白押しなので、できるだ

け参加して行きたいと思います。

日時：

日時：

場所： 山下大輔Y's山下大輔Y's山下大輔Y's山下大輔Y's



2015年11月7・8日 プレーパーク大飯

2015年11月15日

舞鶴YMCA

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 （土）（土）（土）（土） 新年例会新年例会新年例会新年例会

（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 （水）（水）（水）（水） 半期総会例会半期総会例会半期総会例会半期総会例会

（火）（火）（火）（火） 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

笠井俊明笠井俊明笠井俊明笠井俊明

12月12月12月12月 1月1月1月1月

　「生きてるだけで丸儲け」サンマさんの言葉ではなく30年前に聞いた言葉です。その人は大工さ

んで、数年まえ80歳ぐらいで亡くなられましたが、いつも前向きで、陽気で廻りを和やかな雰囲気

にしてくれる人でした。そんな彼がある時自分の生い立ちについて語ってくれました。彼は九州

の田舎で6人兄弟の末っ子だそうです。母親が丈夫でなかったので5人目が生まれた時、避妊の

手術をしようと両親の間で決まっていたそうです。しかし、何となく罪悪のような気がして実行しか

ねている内にまた身ごもったそうです。それが彼でした。そのことを両親から聞かされた時、なん

ておれは運がいいんだと思ったそうです。自分は生まれて来なかった可能性が高かったにもか

かわらず生まれた。そして彼は親に心から感謝したそうです。そしてあの言葉が出てきたので

す。私にはそういうボジティブな考えは出てこないかもしれないと思うのですが・・。あの底抜けに

明るい性格は私達とは少し次元が違うのかもしれません。私ももうじき還暦です。これからは「生

きてるだけで丸儲け」の日々が続きます。

19日19日19日19日 20日20日20日20日

22日22日22日22日 27日27日27日27日

　サッカー・バスケットボールはともに今年で、第2回目となるユーススポーツ大会を開催いたしました。また、今年

度はドッジボールも同時開催し、初めて3種目同時開催での大会を行いました。参加チームは、愛知県・兵庫県・

大阪府・滋賀県・奈良県・福井県・京都府と様々な府県から参加していただきました。

　サッカー大会は、7日と8日の2日間開催し、10才・11才・12才の3カテゴリーに分かれ、今年は8人制のサッカーで

大会を行い、全25チームが参加しました。

　ミニバスケットボール大会は、7日に開催し、男子と女子に分かれ、男女合わせて全8チームが参加しました。

　ドッジボール大会は、8日に開催し、全14チームが参加しました。

　今大会は、京都府だけでなく様々な府県から大会に参加していただき、試合をするだけでなく他府県のチームと

交流することができ、子どもたちにとってとても良い経験になったと思います。

　結果はサッカーにおいては、1日目・2日目を通して3位以内に入賞するチームもありました。ミニバスケットボー

ルにおいては、3位という結果でしたが、今年になって初めて勝つことができ、勝つことへの嬉しさをはじめて体験

することができました。ドッジボールにおいては、予選・本選と勝ち抜き3位に入賞することができました。

　また、今大会は京都部のトップスワイズメンズクラブの方々や参加チームの皆様、協賛していただいた企業のご

協力の下、開催することができました。今大会を継続して今後も開催していければと思います。

京都YMCAサッカー担当　増田勇介様京都YMCAサッカー担当　増田勇介様京都YMCAサッカー担当　増田勇介様京都YMCAサッカー担当　増田勇介様

日時：

場所：

場所：日時：

9日9日9日9日



2015年11月23日

滋賀カントリー

東剛士Y's　選エコ活動　今では大事な　企業力

4．スキーキャンプ・ウインタープログラム参加者募集中！

会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費１，５００円(ファミリーは３，０００円)が必要です。

全てのプログラムお申込・お問合せは　三条本館　電話０７５－２３１－４３８８　まで

日時：

場所： 内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's

　11/23(月)、滋賀カントリーにてゴルフコンペが開催されました。いつもは平日開催されているコンペですが、仕事上、

中々平日参加出来ない私の願いを聞いて下さった本田Y’sに感謝申し上げます。また、当日まで天気予報ではほぼ雨

を覚悟しておりましたが、参加者の皆さんの日頃の行いのおかげか(笑)、ラウンド最後に少し降られる程度で収まりまし

た。しかし、私、初っぱなからヤッテしまいました�滋賀ゴルフと滋賀カントリーを間違えるという大失態�家から80キロ

走って、40キロ戻るという朝から最悪の展開で皆さんに大笑いされてしまいました。参加者は計15名でZEROクラブから

山田Y'sが参加して頂きました。バックティからにも関わらず15名中11名が100切り、うち8名が90以内ですから、ホントに

レベルの高いコンペです(日本人の約7割は生涯100を切れないそうです)私は最終組を回っていましたが、ニアピンの旗

はほとんどワンピン以内でした。コンペ結果の方は、ベスグロが80のタイスコアで本田Y'sと四辻Y's、優勝はグロス93、

ネット72.6で影山Y's、準優勝は田頭Y'sで88の73.6、3位は本田Y'sで80の74、4位は何とZEROクラブより参加の山田Y's

で89の74.6、5位は四辻Y'sで80の75.2でした。影山Y'sは遠くより参加されての優勝おめでとうございます、また馬は田頭

Y'sが一人で総取りとなりました。ホントに楽しい一日となり、皆さんお疲れ様でした。

田口耕次田口耕次田口耕次田口耕次

1．ワークショップ　みんなで考えよう 日本における難民受け入れ

多くのシリア人が国境を越えてヨーロッパに流入し、難民問題に注目が集まっています。今後、私たち日本人は難民問題についてど

うのように向き合っていけばいいのでしょうか。

日本の難民受け入れについて一緒に考えてみませんか？

日　時 １２月１２日(土) 

場　所 ２０１号室

対　 象 高校生以上／　定　員 ２０名

参加費 無料

2．クリスマス礼拝・キャロリング

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１８日(金)

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）

3.ロビーコンサート

日　時 １２月１４日(月)～１８日（金）　午後６時３０分～7時３０分

　　　　　　　 ※ １２月１７日（木）は午後７時～８時です。

場　所 京都ＹＭＣＡ　三条本館１階

内　 容 １４日（月）　クラシックギター演奏

　　  １５日（火）　ピアノとオーボエ、ファゴットによるトリオコンサート

　　  １６日（水）　パイプオルガンとソプラノ

　　  １７日（木）　ゴスペルミュージック

　　  １８日（金）　ハンドベル演奏

　この度船木Y'sの紹介で入会させていただきました、田口です。船木Y'sには、私の子供の頃から

両親共々御世話になっております。

　自宅は、伏見にありI LOVE FUSHIMIな私ですが仕事の関係上　現在は、北部の綾部で単身赴任

で頑張っております。週末や伏見に用事がある時は、帰ってきております。

趣味は、単車と寺院めぐりです。仕事などでイライラした時などは、北部の綺麗な風景を見ながらの

んびりひとりで愛車を走らせております。

　欠点は、顔面が生まれつき少々怖く数々の損をしております。しかし本当は、至って真面目な男で

ありますので皆様方先輩に可愛がっていただけるよう頑張ってまいりますのでご指導ご鞭撻賜りま

すよう宜しくお願い申し上げます。


