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コリントの使徒への手紙（一）　1章1節～2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 8 月 円 8 月現金 円 8 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円
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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 ：：：：

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

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

9月号9月号9月号9月号

Kyoto Tops 第23巻

第3号

副副副副会会会会長長長長：：：：

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

国国国国 際際際際 会会会会 長長長長

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

西西西西 日日日日 本本本本 区区区区 理理理理 事事事事

京京京京 都都都都 部部部部 部部部部 長長長長

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西日本区メネット会長

神の御心によって召されるキリスト・イエスの使徒となったパウロと、兄弟ソステネから、コリ

ントにある神の教会へ、すなわち、至るところでわたしたちの主イエス・キリストの名を呼び求

めているすべての人と共に、キリスト・イエスによって聖なる者とされた人々、召されて聖なる

者とされた人々へ。イエス・キリストは、この人たちとわたしたちの主であります。

主主主主

題題題題

Menettes

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めて下さい。ワイズは、家族で

参加できるボランティア団体です。ファミリーでの活動を呼びかけ広めましょう！

地域奉仕・環境事業委員長　巴山直久地域奉仕・環境事業委員長　巴山直久地域奉仕・環境事業委員長　巴山直久地域奉仕・環境事業委員長　巴山直久

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。クセのクセのクセのクセの強強強強いいいい昔話昔話昔話昔話

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 ：：：：

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 ：：：：

　皆さんコンニチハ。

　今期、地域奉仕・環境ウェルネス委員長を拝命した巴山です。私のクラブライフの中心は「楽しくすごしたい」で

す。今期は委員長として、くじけそうになる事もあると思いますが、そこはトップスメンバーの思いやりで、カバーし

てもらえたらと期待しています。

　少しクセが強いですが、やさしさって大事なんやなあと思わせてくれる昔話がありますので紹介させてもらいま

す。地獄とは、手かせ・足かせをはめられたまま、長いテーブルに並んで向かい合いに座らされているそうです。

テーブルの上には、さい箸よりも長い箸と必要以上に高さのあるグラスがあります。（箸は長すぎ、グラスは高すぎ

て、自分では、料理が食べられらない状況です。）

　その上で、極上の料理が運ばれてくる光景だそうです。目の前においしそうな料理がありながら、いつもでたって

も食べることが出来ない、ただ眺めるだけ、なかには隣や前の席に座っている人間に悪態をつく有様、まさに地獄

です。

　では、極楽とはどんな所でしょうか？　実は、客観的状況は地獄とまったく同じだそうです。ただ、そこに座る人た

ちが、長い箸や高いコップを使って、向いに座っている人に、そして互いに与え合っているだけだそうです。

　もちろん、みんながニコニコ、和気あいあいに極上料理を堪能しています。極楽ですね。めでたし、めでたし。

　少し、やさしさ補充できましたでしょうか。

　１年間宜しくお付き合いをお願いします。

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
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2016年8月10日

ウェスティン都ホテル京都

2016年8月19～22日

熊本 森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's

　８月１９日（金）夜に京都駅を出発して２２日（月）朝に京都駅着の「熊本地震復興支援ボランティア」に笠井ワイ

ズと一緒に参加してきました。２０日の朝に熊本駅到着しレンタカー２台に参加メンバーと引率スタッフの１５名が

分乗し始めに熊本YMCAへ向かい職員の方から地震発生から４ヶ月の現状の説明を受けました。当日は御船町と

益城町の避難所の「夏祭り」の準備等の手伝いがワークになる予定でしたがボランティアの数が足りているという

ことで、両避難所を現地スタッフの案内で説明を受けながら見学になりました。

　その後宿泊地の阿蘇YMCAキャンプ場へ移動になりました。移動途中では被災した建物等を目にし地震の範囲

の広さ大きさを実感しました。２１日は地震で１階部分が崩れてしまった住宅の解体現場での分別がワークになり

ました。（家族が減り母屋から離れに生活場所を移されていたということで工費での解体が出来ないというお宅で

した。）９時半頃から昼食を挟んで午後３時頃までという短い時間でしたが１５名のメンバーの協力でそれなりの作

業がこなせたように思いました。（残りの分別作業は入れ替わりで阿蘇に来た広島YMCAのボランティアが引き継

いでくれるそうです。）キャンプ場に戻り汗を流し渋滞の中熊本駅へ向かい帰路に着きました。片道１２時間の夜行

バスでの往復での参加メンバーの皆さんお疲れ様でした。（ちなみにワイズメンの参加は５名でした。）月曜朝の京

都帰着だったのでそのまま仕事は少し厳しかった。

場所：

日時：

場所： 本田恭平Y's本田恭平Y's本田恭平Y's本田恭平Y's

日時：

　部長公式訪問例会に参加さしてもらいました。

　廣井京都部部長など皆さんはいろんな経験をしてきて羨ましく

聞いていました。僕にとってはまだまだこれから経験していく身な

のでこの時代にあったいい経験をしていけたらいいなと思いまし

た。

　こういう話は28歳の年には聞けなかったと思いますので、それ

を自分なりにプラスになっていけたらなと思います。

　子供も生まれて、僕もこれから頑張っていかないと身に染みて

感じている日々です。



2016年8月21日

朽木渓流センター

2016年9月4日

京都YMCAリトリートセンター

　

（日）（日）（日）（日） ﾘﾄｾﾝ秋季準備ﾜｰｸﾘﾄｾﾝ秋季準備ﾜｰｸﾘﾄｾﾝ秋季準備ﾜｰｸﾘﾄｾﾝ秋季準備ﾜｰｸ エイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラム

（木）（木）（木）（木） EMCアカデミーEMCアカデミーEMCアカデミーEMCアカデミー 2日　ミッツ・マングローブ様講演2日　ミッツ・マングローブ様講演2日　ミッツ・マングローブ様講演2日　ミッツ・マングローブ様講演

（日）（日）（日）（日） 京都部部会京都部部会京都部部会京都部部会 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀﾅｲﾄ北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀﾅｲﾄ北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀﾅｲﾄ北京都ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞﾁｬｰﾀﾅｲﾄ ゲストスピーカー/元Ｊリーガー　奥野僚右様ゲストスピーカー/元Ｊリーガー　奥野僚右様ゲストスピーカー/元Ｊリーガー　奥野僚右様ゲストスピーカー/元Ｊリーガー　奥野僚右様

（水）（水）（水）（水） お月見例会お月見例会お月見例会お月見例会 （日）（日）（日）（日） ぐんぐん秋祭りぐんぐん秋祭りぐんぐん秋祭りぐんぐん秋祭り

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会 （日）（日）（日）（日） 国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金

日時：

場所：

幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's

　8月21日日曜日有志にて朽木渓流センターで交流を深めました。

　参加者は今西ワイズ＋コメット、河原祥博ワイズ＋コメット＋コメットフレンズ、倉ワイズ＋コメット、高坂ワイズ＋コメッ

ト、小林ワイズ、寺内ワイズ＋コメット、東田ワイズ＋メネット＋コメット、幡山＋コメットの総勢25名でした。

　放流されたイワナ、アマゴを釣りや手掴みしてBBQ会場にてお肉と一緒に焼いて食べました。企画したスーパーボー

ル救いや水鉄砲が当たるくじ引きが大好評で子供たちはすごく盛り上がってくれました。

　私は子供たちと一緒にはしゃいでいたら、帰り道で体力が尽きて途中のローソンにて寝てしまいました。

　クラブメンバー間の交流をいろんな形で図って深めていけると最高ですね！

23日23日23日23日

　９月４日台風が来るかもという前日までの予想を大きく覆す晴天（しかも酷暑！）の中リトセンにて恒例の秋季ワークが開催さ

れました、先ほどの記述にもある通りこの夏の熱さの手綱を緩めることの無い気温で参加メンバー全員汗だくになりながらの

ワークでした。

　今回はいつもの花壇の草刈りのほかに斜面上にある建物への引込幹線（電線の事ね）に伸びた蔦を撤去してくれとの指令

が下り、私舞田は遅刻してしまいもう半分おわってるかなーとの期待も大きく裏切るビッグプロジェクトが待っておりましたが、

河原造園社長とゆかいな仲間たちで和気あいあい、汗だくだくになってきれいな仕上がりに成りました。やはりみんなで一つの

事を成し遂げるのは、楽しいですねー。

　来られたことの無いメンバーの皆さんぜひ来年はご参加を！楽しいですよ。

10月10月10月10月 1～2日1～2日1～2日1～2日

11日11日11日11日

日時：

場所： 舞田智之Y's舞田智之Y's舞田智之Y's舞田智之Y's

28日28日28日28日

14日14日14日14日

8日8日8日8日

12日12日12日12日

30日30日30日30日

9月9月9月9月 4日4日4日4日



　私が紹介しますのは、阪急桂駅より徒歩10分にあります居酒屋「酒房綾」です。家の近所という事もあって20代

の頃から30年近く通っています。おすすめメニューはマスターが中央卸売市場で仕入れてくる新鮮な魚介類です。

その他、揚げ物焼き物等メニューは、豊富です。冬場は、かに、ふぐ、すっぽん等の鍋もお勧めです。座敷がある

のでゴルフ帰りの小宴会にも良しです。美人の女将さんに注いでもらうビールは最高に美味しいです。

　近くにお越しの際は、是非一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。余談ですが、ウェルクラブの中村夫妻もよく

来られます。さて、私は誰でしょう？

西浦功Y's西浦功Y's西浦功Y's西浦功Y's

３．第６回ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都

今年も１０月の第１土曜と日曜の２日間に渡り「ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」が同志社大学新町キャンパスで開催

されます。２日の日曜日にはミッツ・マングローブさんも登場します。

当日ご協力いただけるサポートスタッフ及び協賛金のご協力も募集しています。多くの方の参加とご支援ご協力を

お願いします。参加自由で入場料無料です。

　日　　時：　１０月１日（土）１２時３０分開会式　午後１２時３０分～６時３０分

　　　　　　　１０月２日（日）　午前１０時～午後５時３０分

　場　　所：　同志社大学新町キャンパス　尋真館

　お問合せ：　（ＡＩＤＳ文化フォーラムｉｎ京都 ホームページ）http://hiv-kyoto.com

４．京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校学園祭（ＹＭＣＡ祭）

　毎年一回秋に開催する京都ＹＭＣＡ国際福祉園門学校の学園祭です。ワイズメンズクラブの協力もあって大々

的開催しているこの学園祭ですが、今年は地域の皆様の応援も得て、明るく楽しく進めて参ります。

今年のテーマは「地域の優しさのカギになろう！」です。YMCA　周辺の地域の皆様にも役に立つ情報や楽しんで

いただける内容を作り出してゆこうと考えております。

　日　　時：　１１月３日（木）　午前１０時から午後３時

場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館

入　　場：　無料

　ステージ：　簡単介護のテクニック講座、日本語科「日本のうた」のど自慢大会、介護福祉学科の日頃の学習成

果発表、ギタリスト「ゆあさまさや」さんソロコンサート

　模　擬　店：ワイズメンズクラブによる美味しいスナック、学生による模擬店、福祉施設による手作りグッズ販売

コーナー、子ども達の遊びのコーナー、介助犬理解コーナー

１．ちょこっとボランティア視覚障がい者サポート講習会

視覚障がいのある方が、街に出ようとすると、街にはまだまだ段差が多く放置自転車や歩道に飛び出た電柱など

障害物が数多くあります。そのようなサポートが必要な場面で自信を持って声掛けをすることができたら素敵です

よね。障がいのあるなしに関わらずだれでもが地域の中で一緒に暮らしてゆける「ポジティブネット」のある社会へ

の一歩となる講習会です。ぜひご参加ください。

日　　時：　１０月１日（土）午後３時～５時

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館２０１号室

　講　　師：　松永　信也氏

　定　　員：　３０名程度

　参加費：　３００円　※当日、受付にてお支払いください。

　申し込み：　京都ＹＭＣＡ

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

  　　　（Ｅ-ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

  　　　※お電話・メール・ＦＡＸにて「氏名」「ご所属」「ご連絡先電話番号」をお伝えください。

２．京都ＹＭＣＡ会員のためのオリエンテーション講座

京都ＹＭＣＡの会員の中で維持会員ＢとしてＹＭＣＡ運動を積極的に担っていこうという意欲のある方を対象に開

催するＹＭＣＡについての理解をより一層深めてもらうためのオリエンテーション講座です。京都ＹＭＣＡ会員の方

はどなたでも受講できます。このオリエンテーションを受講し、京都ＹＭＣＡの会員としての活動が１年以上ある方

は、所定の申請書を提出すると理事会の承認を経て維持会員Ｂとして登録されます。

　日　　時：　２０１６年９月２６日（月）　午後７時～８時半

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館　２０１号室

　対　　象：　京都ＹＭＣＡの普通会員（基本会員・維持会員Ａ）

　申し込み：　９月２４日までに京都ＹＭＣＡまで参加することをご連絡ください。

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


