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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

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

出エジプト記　１３章21～22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 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 ｃｃ1,600
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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

スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席

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

11月号11月号11月号11月号

Kyoto Tops 第23巻

第5号

主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱をもって導き、夜は火の柱をもって彼らを照らされたの

で、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れ

ることはなかった。

温温温温故故故故創創創創造造造造
通巻268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：：：：

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 ：：：：

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。

交流事業交流事業交流事業交流事業にににに参加参加参加参加をををを

交流事業委員長　東剛士交流事業委員長　東剛士交流事業委員長　東剛士交流事業委員長　東剛士

Public

Relations

Wellness

ワイズデーをPRして、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！そしてEMC

やクラブ活性化に繋げましょう！

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

10,000 0 400

　こんにちはトップスクラブ交流事業委員長を拝命しました東です。

　2年前、舞田会長期に交流事業委員長をさせていただいたときは、西面クラブさん、沼津クラブさんのメンバーと

いろいろな出会いを体験させていただきました。

　その年の西面クラブさんとのIBC交流は、博多で待ち合わせをして当日の夜は博多の街で過ごし、次の日はハイ

エース３台の乗り分かれて熊本のYMCA宿泊施設まで行きました。全く初めての交流準備と、ほぼ初めての西面メ

ンバーとの交流は尋常じゃないくらい大変でしたが、終わったあとの達成感も普段の日常生活では得られないも

のでした。またその時にトップスメンバーや熊本YMCAメンバーが快く協力してくださったことを今も忘れません。

　また沼津クラブさんとはDBCの締結調印をした年でもありました。交流委員のメンバーと何度か沼津に行き来し

た後、トップスクラブ20周年記念例会に合わせてDBCの締結をさせていただきました。この時も、沼津に行った際

は沼津クラブの渡辺会長や相磯さん、ジョージ君たちに良くしていただいたことは今でも会うたびに思い出します。

　こういった、知らない土地の知らない人たちと、出会いがあり交流を深めていけるのがワイズメンズクラブに在籍

することで得られるチャンスであり、僕にとっては一番の魅力です。

　今年も西面クラブさんとは舞鶴YMCAへの訪問を予定しており、沼津クラブさんの50周年記念例会に出席予定で

す。この機会にいずれかの交流に参加していただいて交流の楽しさが一人でも多くのメンバーに知っていただけ

れば嬉しく思います。それを伝えることも委員長の仕事だと思いますので、交流の準備とあわせて頑張っていきた

いと思います。

　今年もどうぞ一年よろしくお願いします。

月月月月
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2016年10月12日

ウェスティン都ホテル京都

2016年10月8日

長浜

2016年10月1～2日

同志社大学　新町キャンパス　尋真館

2016年10月30日

京都中央市場

場所：

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

日時：

　第21回びわこ部会が2016年10月8日（土）琵琶湖汽船ビアンカ船上クルー

ズにおいて彦根ワイズメンズクラブをホストクラブとして開催されました。約

150名のワイズメンが参加され、京都トップスクラブからは河合ｙｓ、船木ｙｓ、

加藤信ｙｓの３名で参加してきました。

　第1部、船上にて式典が行われ、第2部は竹生島散策。竹生島は古来、神

の棲む島とも言われ、宝厳寺（西国三十三所三十番）があります。竹生島

神社は、明治の神仏分離令に際して弁才天社から改称した。ちなみに、竹

生島弁才天は江島神社 （神奈川県 江の島）・ 厳島神社 （広島県 厳島）と

並んで日本三大弁天のひとつに数えられるそうです。

　竹生島神社では、「かわらけ投げ」をやりました！かわらけが見事鳥居を

くぐると祈願成就するらしいですが、鳥居をくぐることが出来ず、自力で祈願

達成することにします。

　第3部懇親会ではアコースティックライブやびわこ部の方と交流ができ、楽

しい時間を過ごすことが出来ました！11月9日のトップスクラブ11月例会に

は、彦根シャトークラブさんが平成29年4月15日（土）＠エクシブ琵琶湖で

チャーター35周年記念例会が行われますので、皆さんで35周年のお祝いに

駆けつけましょう！

日時：

場所：

日時：

場所： 廣田隆治Y's廣田隆治Y's廣田隆治Y's廣田隆治Y's

　10月例会は、サッカーが大好きな、河合会長の希望が実現した例会でした。今回のゲストスピーカーの奥野僚

右氏は、河合会長の同級生で、運命の赤い糸を無理やり手繰り寄せ今回の例会の運びとなりました。

　早稲田大学人間科学部スポーツ学科で学ばれただけあり、現役時代のお話から、現在サッカースクールの代表

として、サッカー少年の育成に携わられ、人を育てる素晴らしさ難しさなどを、プロジェクターを使用し、大きな声で

元気良く、身振り手振りを交えながら講演されました。内容は今度一杯飲みながら個々にゆっくり話しましょう。

　司会の大役を今回仰せつかり、ゲスト紹介の際、ネタを仕込んでいたのですが、ゲスト人数が多いため、急遽お

名前のみの紹介で、ご披露できなくてチョット残念でした！



2016年10月23日

ぐんぐんハウス

2016年10月26日

ANAクラウンプラザホテル京都

2016年11月5日

久御山町立総合体育館

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

日時：

場所： 岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's

　平成28年10月27日（木）＠ANAクラウンズホテル　京都洛中クラブさんの10月EMC例会に訪問。竹山会長とは次

期会長主査研修会の夜につけ麺を二人でご一緒いただいたご縁、また西村和真副会長とは舞鶴ワイズメンズク

ラブ設立準備委員会でのご縁を契機に弊クラブの10月例会にもご出席いただきました。

　当日はEMC例会ということで、ミホプロジェクト 代表取締役 武智美保様による基調講演『京都のおもてなしを世

界に伝える』で、多くのゲストさんがお見えになり活気ある例会でした。今期に入り、京都クラブさん・京都グローバ

ルクラブさん・北京都フロンティアクラブさんに続き京都洛中クラブさんで4クラブ目の他クラブ訪問となります。メン

バーさんの年齢層は弊クラブより高めでアットホームな和やかな例会でした。例会後の二次会では、クリスマス例

会やゲストさんを交えた野外例会などのお話を伺うことができましたので弊クラブにも良いものは取り入れたいと

思います！今後も、他クラブ訪問をつづけていきますので、お時間の都合が合う方はご一緒しましょう！！！

日時：

場所：

　平成28年10月23日日曜日午前１０時から午後3時まで伏見区向島のぐんぐんハウスで、「第1回秋のぐんぐん手

作り市」が行われました。 この手作り市は、ぐんぐんハウスの施設内と施設の駐車場を使用して開催されました。

焼きそば、パウンドケーキ、フランクフルト、陶器の販売など多くのお店が出店され参加者の皆さんは、買い物を楽

しみ、美味しい物を頂き、また抽選会も行われ大変盛り上げっておられました。

　トップスメンバーは、受付・物品販売・施設の方のお相手を担当し、楽しいひと時を過ごしました。

　高く澄み渡った秋の青空のもと清々しい気持ちで支援活動させて頂きました。　感謝



2016年10月30日

JR二条駅前

2016年11月2日

滋賀カントリークラブ

2016年11月5日

聖嬰会 巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's

　１１月５日（土）たいへん天気の良い一日に、聖嬰会祭りに参加してきました。聖嬰会とは、家庭の事情等で家族

と一緒に暮らすことのできない子供たちが１８歳まですごす、児童福祉施設です。

　トップスクラブとは交流を開始して３年目となり、クラブの支援先候補として、お付き合いさせていただいている団

体です。その中で、年に１度に、他の支援団体や学生ボランティア、そして近隣地域の住民の人たちとふれあう機

会として、催されている祭りです。

　今年のトップスクラブは、ヨーヨー釣りの屋台出店をさせてもらう事で参加しました。私も今回が初めての参加で

すが、子供たちの笑顔があふれ、とてもよい祭りでありました。又、声掛けにたいして、今回初めて参加してくれた

メンバーが何人かいたことは、大変うれしい事でした。世の中には、いい人がたくさんいる事を実感できる、１日と

なるはずですので、機会があれば、ぜひ参加してみて下さい。

　私ごとではありますが、私も人並みに人の親となる事となり、その上で施設にいる子供達の事を考えると、たった

１日ですが、その子供たちの応援が１ミリでも出来ていたならよいなと願う、時間となりました。

　トップスメンバー参加は、河合会長・廣田ＹＳ・千賀ＹＳ・寺内ＹＳ・山下ＹＳ・小林ＹＳ・河原正浩ＹＳ・東ＹＳ・幡山Ｙ

Ｓ・石田ＹＳ・巴山でした。

　ご協力いただいたメンバーに感謝します。ありがとうございました。

日時：

場所：

日時：

場所： 河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長

日時：

場所： 本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's

　みなさん・・・こんばんわ～～　去る、11月2日（水）に、河合期に入って、初めての、ＥＭＣ＆ファンド合同ゴルフコ

ンペが滋賀県の信楽にある、滋賀カントリークラブで、開催されました。当日は、汗が出るほどの、良い天気で、ゲ

スト様も3名参加して頂き、総勢15名での賑やかな一日となりました。

　10月には、どこのゴルフ場もクラブチャンピオンという、ゴルフ場からすると、最大の競技があり、それが、終わっ

た後という事もあり、グリーンの状態が、非常に仕上がっていてきれいにボールが転がり、エキサイティングなパッ

トが入ったり・・・とパーティーによっては大盛り上がりの内容だった様です。

　そんななか。優勝は、内田ワイズが、沢山叩いたにも、関わらず、ハンデのお陰で獲得されました。おめでとうご

ざいます。

　また、次回は、5月のシーズンの良い時期に予定されると思いますので、ゴルフのされる方は次回こそは、奮って

参加して下さい。

　平成28年10月30日（日）＠二条駅前　13：30～15：00　参加者：（敬称略）渡部美

代子・宮尾勝巳・宮尾コメット・倉卓也・倉コメット・東田吉末・森田茂実・寺内陽

子・寺内コメット・岡本昭義・河合博之　以上11名で参加。

YMCAからはバスケットボールチームのちびっ子が大勢参加し、募金箱をもって

『世界の貧困な子供たちの為に、国際協力募金をお願いしまぁす』と大きな声を

出して頑張ってくれました！はじめはどのように呼びかければよいのか戸惑いな

がら、なかなか募金してもらえずめげそうになっていたのですが、待ち歩く親切な

人から「頑張って！」「ご苦労様」、なかには外国人の方から募金をいただいた

り。。。

　東田ｙｓが子供に『良かったやん！君らの気持ちが通じたから募金してくれはっ

たんやで！どんな気持ち？』と聞くと、『めっちゃ、嬉しい！！！』その時の子ども

の笑顔は最高に素晴らしい表情をしていました！この子供たちの笑顔を来年

は、今年より多くのワイズメンと共にご一緒しましょう！！！



　

（水）（水）（水）（水） EMCファンド合同コンペEMCファンド合同コンペEMCファンド合同コンペEMCファンド合同コンペ （日）（日）（日）（日） YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）

（木）（木）（木）（木） YMCA祭（京都）YMCA祭（京都）YMCA祭（京都）YMCA祭（京都） （日）（日）（日）（日） オータムフェスタオータムフェスタオータムフェスタオータムフェスタ

（日）（日）（日）（日） ユーススポーツ大会（久御山）ユーススポーツ大会（久御山）ユーススポーツ大会（久御山）ユーススポーツ大会（久御山） （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

／ドッジボール／ドッジボール／ドッジボール／ドッジボール 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

聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり （金）（金）（金）（金） 市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 （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

ユーススポーツ大会（福井）ユーススポーツ大会（福井）ユーススポーツ大会（福井）ユーススポーツ大会（福井） （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

／サッカー・バスケットボール／サッカー・バスケットボール／サッカー・バスケットボール／サッカー・バスケットボール

　西京極、葛野大路七条下る東側(西京極小学校向かい)にある焼肉「岡喜」(オカキ)です。

もともと滋賀県では有名な肉屋さんの支店で、肉屋を１階で焼肉屋を２階で営んでおられます。全席個室で遠赤外線の独特の

ロースターで、厳選された近江牛を頂くのですが赤外線ロースターなので、手や服が臭くならないのがこのお店の特徴です。

西界隈(西大路以西)では、一番美味しいとご推奨されております。一度行ってみては如何でしょうか。

　確か滋賀県竜王の三井アウトレットパーク内にもテナントで入っておられたと記憶しておりますが、長蛇の列が出来ていたの

を覚えております。

２．熊本地震を通して考える 民間の災害支援のあり方

　熊本地震では、従来ＹＭＣＡの果たしてきた役割から一歩踏み込んで、熊本ＹＭＣＡが災害ボランティアセンターや避難所の運営といったこ

れまで行政が果たしていた役割を担っています。災害発生後の対応や民間団体間の連携協力について、現在被災者支援の最前線にいる

熊本ＹＭＣＡ 神保本部事務局長に報告していただきます。ＹＭＣＡ学園祭のステージにて実施します。

日　　時：　１１月３日（木・祝）午後１２時～１時　　場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館１階ロビーステージ

報 告 者：　熊本ＹＭＣＡ本部事務局長　神保　勝巳　氏　　入　　場：　無料

お問合せ：　京都ＹＭＣＡ　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

３．第３回防災セミナー：一緒に考えましょう「減災」

自然災害は人間の力ではくい止めることはできませんが、災害による被害は私たちの日頃の努力により減らすことが可能です。

災害はいつどこにやってくるかわかりません。平時から「自分でできること」「家族でできること」「ご近所と力を合わせてできること」などにつ

いて一緒に考え、災害に備えましょう。

日　　時：　１１ 月１１日（金）午後７時～８時３０分　　場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

　コーディネーター：　京都市中京消防署　大田　仙行　氏　　　参 加 費：　無料　　定　　員：　４０名　※先着順

お問合せ・お申込み：　京都ＹＭＣＡ　　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

４．ＹＭ・ＹＷ合同祈祷週集会　すべての人が安心して生きられる社会を目指して

今年４月に施行された「障害者差別解消法」と今年７月に起きた「津久井やまゆり園障がい者虐殺事件」から、障がいのある人とそうでない

人のバリアを真の意味で解消し、「共に生きる」ことを実践していくために私たち一人一人にできることを考えていきたいと思います。ぜひご

参加ください。

日　　時：　１１月１２日（土）午後５時３０分～８時　　場　　所：　京都ＹＷＣＡ ホール　　参 加 費：　５００円（軽食代含む）

お問合せ・お申込み：　京都ＹＭＣＡまたは京都ＹＷＣＡまで、１１月１０日（木）までに電話、メールまたはＦＡＸにてお申し込みください。

京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０／（Ｅｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

５．舞鶴ＹＭＣＡ祭

今年も舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校の学園祭を開催します。詳細は決まり次第お知らせします。

日　　時：　１１月１３日（日）時間未定　　場　　所：　舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

11月11月11月11月

本田正人Y's推奨本田正人Y's推奨本田正人Y's推奨本田正人Y's推奨

６．オータムフェスタ

毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載です。ぜひご参加ください。

　日　　時：　１１月２０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１７日（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

７．スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集

＊スキーキャンプ

　　（会友）Ｗｅｂ受付　１０月２６日（水）　　（会友）電話受付　　１１月　２日（水）午前１０時～

　　（一般）Ｗｅｂ受付　１１月　３日（木）　　（一般）電話受付　　１１月　９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）Ｗｅｂ受付　１０月２６日（水）　　（会友）電話受付　　１１月２日（水）午前１０時～

　　（一般）Ｗｅｂ受付　１１月３日（木）　　　（一般）電話受付　　１１月９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

30日30日30日30日

2日2日2日2日

3日3日3日3日

12・13日12・13日12・13日12・13日

13日13日13日13日

20日20日20日20日

5日5日5日5日

17日17日17日17日9日9日9日9日

12月12月12月12月

16日16日16日16日

12～16日12～16日12～16日12～16日

28日28日28日28日

１．ＹＭＣＡ学園祭

　今年は「作ろう、思いやれる、支え合えるＷａ！」をテーマに開催します。お子さまからお年寄り、国籍も関係なく、多くの方々が楽しめる学

園祭です。ぜひお立ち寄りください。

日　　時：　１１月３日（木・祝）午前１０時～午後３時　場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館　入　　場：　無料


