
河合博之河合博之河合博之河合博之

宮尾勝巳宮尾勝巳宮尾勝巳宮尾勝巳

山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔

清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和

八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史

倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也
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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

フィリピの信徒への手紙 ３章8～9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 5 月 円 5 月現金 円 5 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 ｃｃ656,832 4,40086 0 194,000

800

50

1 0

「新しい自分の発見」 わたしの主キリスト・イエスを知る事のあまりのすばらしさに、今では他

の一切を損失と見ています。 キリストのゆえに、わたしはすべてを失いましたが、それらを塵

あくたと見なしています。キリストを 得、キリストの内にいる者と認められるためです。

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。

上昇上昇上昇上昇からからからから常勝常勝常勝常勝へへへへ　　　　三駒魂三駒魂三駒魂三駒魂
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　第２３代京都トップスワイズメンズクラブ会長として、何事にも代えがたい１年を過ごさせていただきクラブの皆様

へ深く感謝申し上げます。今期会長主題として『温故創造』副題として『大木から銘木へ』を掲げた一年を振り返り

ます。

　今、トップスクラブは５０名を超えるメンバーを擁し東西日本区で有数のクラブでありまた、平成２６年の西日本区

大会（高坂期＠岩国）では最優秀クラブ賞を受賞した注目されるクラブでもあります。トップスクラブは王道を歩む

クラブにならなければならないとの思いから『温厚創造』を会長主題とし２３年の歴史の重み、先人の思いを学び

「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるでもない。唯一生き残るのは、変化できる者である」

進化論で有名なチャールズ・ダーウィンの名言から前年踏襲を見直し、私にできる私らしい私にしかできない変化

をもたらし、更なる飛躍のために変化を創造しようと思い一年間取り組みました。

　まず、起こした行動は今期の例会名物？“大きな声で「はいっ」”はじめは皆さん驚かれたと思います！いまだに

驚かれる方も・・・。また他クラブを知ることで良いものは取り入れようと思い積極的に交流も含めたクラブ例会に

出席しました！これは前年に北京都フロンティアクラブ設立に向けた準備委員会に身をおき他クラブさんと面識を

持てていたことが良かったと思います。

　今期の最大イベントと考えていた沼津クラブ様50周年記念例会への参加。まさかの早朝出発でしたが、大勢のメ

ンバーが参加いただきバス移動、夜のカラオケなどクラブの一体感を感じられる時間を過ごさせていただき、遠方

にも関わらず熊本の西日本区大会にも多くのメンバーが参加いただいたことは感謝以外の何物でもありません。

更に西日本区大会では予想外の『ブリテン最優秀賞』『優秀クラブ賞』をはじめ１６もの表彰をいただき、これは最

優秀クラブ賞を受賞した年度と同じ表彰数です。クラブメンバーの頑張りが表彰という形で表現できたことはクラブ

会長として誇りに思いますし、表彰の舞台に上げていただいたメンバーに感謝感謝です。

　最後に、私は京都トップスワイズメンズクラブの会長として恥ずかしくない一年を過ごせたと思いますし、自信を

つけさせていただいた一年を過ごすことができました。これから、まだまだ高みを目指し上昇します！そして“三駒

魂”を胸に刻み常勝クラブを皆で目指しましょう！
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　ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区 京都部

　　　　京都トップスワイズメンズクラブ 第２３代会長　河合博之 第２３代会長　河合博之 第２３代会長　河合博之 第２３代会長　河合博之

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“信成万事”～信ずれば成り、憂えれば崩れる～

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
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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：：：：

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS
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Kyoto Tops 第23巻
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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 ：：：：
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2017年5月10日

ウェスティン都ホテル京都

2017年5月21日

鴨川公園

西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会 サバエワークサバエワークサバエワークサバエワーク

（土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会 （水）（水）（水）（水） キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会

（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 アジア地域大会アジア地域大会アジア地域大会アジア地域大会

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

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

　勉強しなさい！と子供の頃はよく母親から叱られた記憶がありますが、今回来てくださったゲストスピーカー様

（お教えできないくらい大物の方です笑）はそんな遠い記憶を思い出させていただきました。大人になれば仕事に

追われ、なかなか勉強できない様に思っておりました。その方は２回目の大学生活を満喫されているそうです。そ

のきっかけはお知り合いに韓国の方がいらっしゃって、韓国に興味をもたれ、韓国語を勉強した事から『知りた

い！』興味が広がり大学で哲学を専攻されているそうです。そのお話を聞いて今まで自分は時間のせいにばかり

してきたのだと気付かされました。気づいたからといって真似ができるものではありませんが笑、後学を広げてい

きたいという想いは大人になってみないとわからないものだなぁ～と・・「勉強しなさい！」に感謝感謝の毎日を過ご

しています。

　この度はお世話になります、髙橋保郎です。

新山Ｙ’ｓにご紹介いただき、Kyoto Topsへ入会させていただくことになりました。左京区の出町

柳でミニミニFCにて賃貸不動産仲介及び賃貸物件管理を中心に不動産業者を営んでいます。

賃貸不動産業界では35年係わってきましたので、何かありましたらお気軽にお声がけくださ

い。このようなクラブ活動は初めての経験で、不慣れな事ばかりでご迷惑をおかけすることもあ

りますがよろしくお願いいたします。

　今回のKyoto Tops入会を私の新しいチャンネルとして、本業はもとより様々な機会にチャレン

ジをしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

21～23日21～23日21～23日21～23日

27日27日27日27日

17日17日17日17日 12日12日12日12日

日時：

場所： 東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's

　５月２１日（日）快晴の中チャリティーマラソンの１０Kmの部に参加してきました。

　当日は本当に良いお天気でむしろ暑いくらいでしたが、なんの練習もせずに参加した初クウォーター マラソンで

見事に完走できました。

　最後の方は暑さと日差しで完全に熱中症気味でしたが、なんとか幡山ワイズのリベンジをするという強 い気持ち

を持って走りきりました。

 その日はクウォーターマラソン以外にも、ペアマラソンや青少年のマラソンも開催されていました。 普段はYMCA

の子供達と出会う機会があまりないですが、今回イベントに参加したことによってYMCA の若いエネルギーを感じ

れたことは良かったと思います。

 また来年はちゃんと練習して参加したいと思います！

6月6月6月6月 10～11日10～11日10～11日10～11日 7月7月7月7月 2・9日2・9日2・9日2・9日

25日25日25日25日

28日28日28日28日



2017年5月28日

京都YMCAリトリートセンター

ワイズリーダーシップ開発委員会 

　皆様お疲れ様です。次期CS委員長をさせて頂きます的場です。

　２０１７年５月２８日（日）にリトリートセンターにて 今期最後のCS事業であるぐんぐん焼肉交流会が行われなし

た。

　恥ずかしながら私にとって初めての参加になりましたが、 快晴に恵まれ暑くもなく寒くもなく心地よい気候の中、

TOPSらしいとても楽しい時間を過ごさせて頂きました。

　美代子ママ、笠井メネット、小林Y,s、寺内Y,sの女性陣の手際の良い段取りに 感心し、岡本隊長に秘伝の焼きそ

ば作りを伝授して頂き、巴山委員長の“紅生姜を土生姜と間違えて買っ てくるハプニング”に大笑いするなど・・・・

また、ぐんぐん施設の方達と一緒に遊んだり歌ったり、最後には手作りのペンダント頂いたりと貴重な な経験をさ

せて頂きました。

　次期は僕が巴山委員長を引継ぎ今回に負けないくらい盛り上がれるよう 頑張っていきますので、皆さんのお力

添えをよろしくお願い致します。

　ただ単に普遍的な伝達事項だけじゃなく、デベロップメント（開発）、様々な 意見や希望を取り入れ開発し続ける

委員会で無くてはならないと言う事からＬＤ委員会と命名されま した。

　先人が知恵を絞り作り上げられたＬＤ委員会、現在、私独自の理解としてＬＴ＆Ｄ委員会、リーダー シップトレー

ニングそして開発、トレーニングに留まらずあらゆる意見交換を行い新しいプログラムを 若い委員と開発し続ける

委員会で有りたいと思っております。

　現在ＬＤ委員13名、オブザーバーに現理事次期理事、その他経験豊富なワイズメンの皆様とで委員 会を開催致

しております。毎年１0月次期役員研修会、3月次期会長主査研修会の実施、西日本区次期 役員の皆様に有意義

にお過ごし頂くため全員で知恵を絞り良いプログラムにしてゆく努力を重ねており ます。

　西日本区ＬＤ委員会委員はここで培った素晴らしいノウハウを備えております。ぜひ皆様方のクラブ トレーニン

グのお手伝いが出来ればと思っております。お気軽にお声がけ頂ければ幸いです。Yʼsly

PS:皆様方の部やクラブからＬＤ委員候補をご紹介ください。 委員資格は年齢50歳未満及び西日本区役員未経験

者（クラブ会長経験者はＯＫ）です。

注釈：こちらの記事は５月ブリテンにて紹介させていただきましたが、一部内容が抜けてお りましたので改めて掲

載いたします。申し訳ございません。

評価・計画

1年を振り返り、できた事はクラブをメンバーを自分を、大いに褒めて下さい。出来な

かった事は、記録にまとめ次年度に活かしましょう！。次年度役員の方は、綿密な計

画を作りましょう！

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

日時：

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

ＬＤ委員会へバトンが渡されました。



１．坂井画伯とたどる西洋絵画の世界②

　日本画家・坂井昇氏（京都ＹＭＣＡ維持会員Ｂ／京都洛中ワイズメンズクラブ所属）を講師に、ヨーロッパの有名美術館の作

品を検証し、西洋美術の作品に描かれている世界をわかりやすく、聖書などの逸話を交えてお話しします。

　西洋美術入門講座の第２弾です。ぜひご参加ください。

日　　時：　６月８日（木）午後７時～８時

場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館２０４号室

お申込み：　お電話・メール・ＦＡＸにて「氏名」「ご所属」「ご連絡先電話番号」をご連絡ください。

　　　　　　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

 　（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

３．代議員会、第６回会員協議会

　京都ＹＭＣＡにつながる普通会員（維持会員、基本会員）が参加し京都ＹＭＣＡの活動について確認し、ＹＭＣＡ運動を広げて

いくための場として、第６回会員協議会を開催します。また、会員協議会に先立ち、事業・決算報告、情報共有の場として代議

員会を開催いたします。

　皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時：　６月２３日（金）

　　　　　　①午後６時５０分～７時２０分：代議員会　②午後７時３０分～９時：会員協議会

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ地階マナホール

　内　　容：　①代議員会：　２０１６年度事業報告・決算報告、２０１７年度事業計画・収支予算

　　　　　　　②会員協議会：　ＹＭＣＡの新しいロゴマークとブラントスローガンを発表し、ブランドコンセプトについての理解を深

める機会とします。また、1年間にご奉仕いただいた活動に感謝し、今後の京都ＹＭＣＡについて共に考えるときとします。

　お申込み：　①当日、午後６時４５分までにお越しください。

　　　　　　　②ご出席は、Ｅ－ｍａｉｌまたはＦＡＸにてお知らせください。

 （Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org/ （ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

２．ホタルの夕べ

　　バーベキューをしながら、リトリートセンターのホタルを鑑賞して初夏の夕べを楽しみましょう！

　ご参加をお待ちしております。

日　　時：　①６月１６日（金）午後７時～　②６月１７日（土）午後７時～

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　１，５００円 /  幼児　無料

　　　　　　※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払いください。

お申込み締切：　６月１３日（火）

お問合せ・お申込み：京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局

　　　　　　　　　　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

　　　　　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@kyotoymca.org

　こんにちわ～！今回、近くではないですが、美味しいお店紹介と言う事で、私が、営んでいるお店を紹 介します。

　お店の名前は、モルトボーノ 店の所在地は、大阪府池田市鉢塚にあります。丁度、池田から川西や宝塚に、繋

がる、国道176号線沿 いにあります。 お店の規模は、25坪程の小さなお店で、生パスタ専門店として、オープンし

て15年余り、営業させて 貰っています。

　イタリア料理と良く混合されますが、イタリアンと言うよりは、ほんまの、パスタ専門店と認識して貰 った方が、わ

かりやすいかと思います。

　人気商品は、皆さん、ご存じの、なすび&ベーコンのトマトソースや、半熟卵を乗せた、濃厚なカルボ ナーラ、そし

て、なかなか、安価で食べれない、ジェノベーゼのパスタも、思ったより安く食べれます よ。

　また、パスタ以外でも、色んな味を楽しめる、バケットや、大きさ19センチの、スモールタイプのピ ザ等も、サイド

メニューで、楽しめるかと思います。

　京都からは、少し、遠いですが、近くに、行かれた時は、是非、立ち寄って見て下さい。 ただし、私は、居ません

ので、あしからず(笑)
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