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加藤信一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

コヘレトの言葉　11章6節

メンバー数 名

（広義会員4名含む） 現金 円 9 月 円 9 月現金 円 9 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 ｃｃ45,000 166,500 1,600
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10月号10月号10月号10月号

第22巻

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 ：：：：

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 ：：：：

第4号

通巻255号

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～

会会会会 長長長長 ：：：：

【【【【 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

朝、種を蒔け、夜にも手を休めるな。 実を結ぶのはあれかこれか それとも両方なのか、分か

らないのだから。

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。

沼津ワイズメンズクラブ近況のご連絡沼津ワイズメンズクラブ近況のご連絡沼津ワイズメンズクラブ近況のご連絡沼津ワイズメンズクラブ近況のご連絡

沼津ワイズメンズクラブ 会長　大村貴之　沼津ワイズメンズクラブ 会長　大村貴之　沼津ワイズメンズクラブ 会長　大村貴之　沼津ワイズメンズクラブ 会長　大村貴之　

例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席 BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト 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

　日々のワイズダムに感謝いたします。京都トップスワイズメンズクラブの皆様、あらためまして、こんにちは。沼津クラ

ブ49期会長の大村でございます。

　先日の９月例会（交流会）に際しては、あいにくの台風により、急遽、楽しみにしていた京都訪問を見合わせることとな

り、大変申し訳ございませんでした。また、多くのメンバーよりご丁寧なお見舞いメールを何度も頂き、ありがとうござい

ました。京都部・部長様の公式訪問例会は無事盛会に終わったとのこと、心よりお慶び申し上げます。

　当方、沼津（静岡県東部）地域も、一時はかなりの集中豪雨となり、狩野川放水路という一級河川のバイパス（トンネ

ル経由で山の反対側の駿河湾に直接河水を逃がす施設）がなければ、あやうく洪水に見舞われるところでした。

　この放水路は、着工昭和26年・完成昭和40年という、足かけ14年の大工事の末完成した治水施設です。工事中の昭

和33年9月26日～27日にかけて襲来した「狩野川台風」では、狩野川の氾濫により死者・行方不明者1,269名という大変

な被害に見舞われましたが、この放水路の完成後は河川氾濫なく現在に至っており、今回もあらためて治水インフラの

大切さを感じているところです。

　ワイズ.comでは、茨城クラブさん等より、鬼怒川流域のＹＭＣＡ関係先に関する被害状況が刻々と伝えられています。

支援の必要性を感じていることはもちろんですが、被災の様子を見るにつけて、私たちの地域でも起き得ていたことと

思い、自然の破壊力や日々の備えについて想いは尽きず、被災された方々にお見舞い申し上げ、再起を願って止みま

せん。

　沼津クラブ会長として、ＤＢＣ締結後初年度の最初の交流会行事に見事に「水」を差されてしまい、不徳の至りであり

ますが、メンバー全員いたって元気であり、仕切り直して出来るだけ早く京都を訪問したい意気込みです。当クラブの10

月は、じゃがいもファンド事業・ぬまづふくし祭り（カレーショップ出店）・横浜ＹＭＣＡチャリティーランへのチーム派遣・ゴ

ルフコンペ開催と多様な事業が目白押しで、クラブとして活動が最も活発な季節です。京都トップスクラブの溢れるばか

りのバイタリティに習って頑張っておりますので、交流会の際には、私たちの活動についてもご紹介できればと思いま

す。

　結びになりますが、京都トップスクラブ・河原会長期の益々のご発展と、ＤＢＣによる両クラブ交流・親睦の輪の拡がり

を祈念して、ご挨拶といたします。今後ともよろしくお願いいたします。
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2015年9月9日

ウェスティン都ホテル京都

2015年9月6日

京都YMCAリトリートセンター

2015年9月15日

ベアズパウカントリークラブ

　皆さんご無沙汰です（笑）

　直前会長です。恥ずかしながら、久しぶりに事業へ参加させて頂きました。ワークへの参加でしたが、仕事で少し遅れ

てしまい着いたときには、ほぼ完了している状態でした。冷やかしみたいな状態での参加になりましたが、しかしワーク

へ参加してクラブのみんなでワイワイやるのはとても楽しいですね。汗をかき（私はあんまりですが、、、）無邪気に笑う

姿は恐らく皆さんの従業員さんなどは見たことないでしょうねー。

　最後に恒例のリトセンカレーを食べて楽しい1日を過ごす事が出来ました。

　会長並びに委員長そして参加頂いたメンバーの皆様お疲れ様でした。私も今期はこれから参加致しますので、参加さ

れたことの無い方、是非一度ご参加ください、今期もまだまだたくさん事業がありますが、今期は最優秀クラブを奪還す

べく、頑張りましょう。皆さんのご参加がクラブを盛り上げます。よろしくお願いいたします。

　みなさん、こんばんわ！

　先般、9月15日（火）に今期のＥＭＣ＆ファンド合同ゴルフコンペをベアズパウカントリークラブにて、開催しまし

た。

　当日は、見事な秋晴れで、どちらかと言うと、夏の様な暑さの中、16名の参加の元、楽しく行われました。今回

は、グローバルクラブさんからも、4名参加して頂き、他クラブさんとの、交流の意味では、非常に、中身のあるコン

ペだったかと思います。

　成績に関しては、5位までお伝えしときます。優勝・・・・本田ワイズ　準優勝・・高坂ワイズ　3位・・・橋本さま（グ

ローバルさん）　4位・・・岡部さま（ゲスト）　5位・・・田頭ワイズ以上が熱戦の結果となっております。

　皆さんからは、ファンド委員長の為の、コンペやなぁ～～！！って言われました（笑）

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

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

日時：

　９月９日（水）は京都部から高田敏尚 京都部長、大槻祐樹 地域環境主査、佐古田正美 国際交流主査を招き

「部長公式訪問例会」が開催されました。この日もびわこ部部会アピールのため３名を含めおおくのゲストを迎えて

の例会になりました。「びわこ部部会」のアピールが浅岡ワイズ・安田ワイズ・大田ワイズがありました。食事の後、

京都部の３名から基調講演があり高田部長からは今期の基本方針の紹介等があり部長がワイズメンズクラブに

入会されるきっかけになったエピソード等の話しがありました。大槻主任からは地域奉仕の表彰対象になる活動

の紹介等の話しがありました。佐古田主任からは主任を受けることになったエピソードや交流主査として参加した

「アジア大会」での海外のワイズとのエピソード等やIBC・DBCについての話しがありました。いつも以上に有意義

な例会だったように思いました。

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



2015年9月19日

舞鶴YMCA

2015年9月2日

京都YMCA

2015年9月13日

京都YMCA　マナホール

河合博之河合博之河合博之河合博之

　今から３年前、２０１２年の夏に勤めていた会社を退職し独立することを決めました。

　当然、カミさんに相談するわけですが・・・

　私「会社辞めるわ」カ『ええんちゃう。行くとこあるの？』私「いや、自分でする」カ『はっ？どういう

こと？』私「独立する」カ『大丈夫なん？』私「なんとかなるやろ！なんとかするわ」カ『私も働いて

るし、まぁ、やりたいことやったら？アカンかったら、また勤めたらええやん！そのかわり、お金は

ちゃんとしてや』という短いやり取りで独立。

　私のスポンサーである加藤隆司ｙｓへ独立の挨拶に行った際に『河合さん、面白いクラブあるし

一回来てみいひんか？』

　このような一言で今に至っている河合博之でございます。何ごとも『やってみなはれ』

河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

　今年４月、舞鶴の地にYMCAが設立されたことは皆さまご周知のことかと思います。舞鶴YMCAをサポートすべく

『舞鶴にワイズメンズクラブを設立しよう！』と当クラブより船木ｙｓが設立準備委員長として奮闘されています！今

回は京都部全体がホストクラブとして設立するワイズダム初めての試みです。

　さて、9月19日に舞鶴在住の方と懇親会や例会の意味を説明するために解説付模擬例会～北京ダック食す会～

を開催しました。当クラブからは河原会長・船木ｙｓ・牧野ｙｓ・岡本ｙｓ・田頭ｙｓ・河合ｙｓの６名、他クラブは京都・

ZERO・ウイング・ウェル・グローバル・トゥービー・プリンス・めいぷる・洛中・福知山の10クラブ、舞鶴在住ゲストを

交えた総勢28名が参加。

　京都YMCAに集合しマイクロバスで舞鶴へ、懇親会では絶品北京ダックを食し、ゆったりとした時間の中、様々な

意見交換ができたのではないかと思います。舞鶴ワイズメンズクラブ設立の道は険しいですが、京都で19番目の

クラブ設立向けて皆様のご協力の程、お願い申し上げます。

日時：

場所：

日時：

場所：

日時：

場所：



幡山章浩Y's　選

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 （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） TOBE合同例会TOBE合同例会TOBE合同例会TOBE合同例会 （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

（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 （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

西面クラブ交流会西面クラブ交流会西面クラブ交流会西面クラブ交流会 （水）（水）（水）（水） 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

22日22日22日22日

28日28日28日28日

25日25日25日25日

18日18日18日18日

23～25日23～25日23～25日23～25日

10月10月10月10月 11月11月11月11月

14日14日14日14日 11日11日11日11日

3～4日3～4日3～4日3～4日 1日1日1日1日

BF

EF

国際的組織であるワイズを再認識し、世界の動きに即した活動をしましょう。

汚さない　壊さない　地球は皆の宝物

４．ＹＭＣＡ祭

日頃の学生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当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

加藤貴樹加藤貴樹加藤貴樹加藤貴樹

１．舞鶴観光おもてなし講座

舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校を会場として、舞鶴市の観光資源や観光地域づくりについて学び、地域への関心や愛着を深めるとと

もに、ガイド案内、おもてなしのテクニック等の基礎スキル向上を通して、様々な観光事業で活躍できる人材の養成を目指します。

　日　　時：　全９回（１回限りの参加も可能）

＊９月２８日（月）、１０月６日（火）、１３日（火）、２２日（木）、２７日（火）、１１月１２日（木）、１７日（火）　午後７時～８時３０分

＊１１月２１日（土）　午後１時～５時

　場　　所：　舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

　参加費：　無料（要申し込み）／　定　　員：　１５名程度

　申し込み・お問合せ：　舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校

（ＴＥＬ）０７７３－６４－３６８６／（ＦＡＸ）０７７３－６４－３６８７／（Ｅ－ｍａｉｌ）maizuru@kyotoymca.org

※住所、氏名、年齢、電話番号をＦＡＸかメールで舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学　校までご連絡ください。

２．第５回ＡＩＤＳ文化フォーラム 「どの部屋行く？」聴きたい話がきっと見つかる

若者／文化／陽性者／医療／教育／セクシャリティーの多様性を理解する等の様々な視点からの講演やワークショップ、展示プロ

グラムを通して、性の多様性を知ることからＨＩＶを理解していくこと、ＨＩＶ/ ＡＩＤＳが決して他人事ではないことを学びます。

日　　時：　１０月３日（土）午後１２時３０分～午後６時３０分　４日（日）午前１０時００分～午後５時３０分

　場　　所：　同志社大学　新町キャンパス　尋真館

　主　　催：　ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 京都運営委員会／　共　　催：　京都府、京都市

　入 場 料：　無料　※参加自由・事前申し込み不要

　お問合せ：　ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都事務局（京都ＹＭＣＡ）

　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）information@hiv-kyoto.com

３．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

災害の被災者救援のために、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。ぜひご協力ください。

日　　時：　１１月１日（日）午後１時～午後２時３０分

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

　本田Y’Sの紹介で入会しました、舞鶴の加藤です。

　現在、本田Y’Sのイタリアンのパスタ屋を近畿北部で4店舗と、最近 牧野Y’Sの てもみ舞鶴店 と言う

リラクゼーション店を開店しました。高校卒業からずっと飲食業という閉鎖的な業界に居まして、他業

種の方とまったく交流がなく生きて来ましたので、ワイズメンの方々との仲良くさせて頂く事が非常に新

鮮で嬉しく思っております。　趣味は、ヘタクソなゴルフを少しと、磯釣りです。

　来年 舞鶴にワイズメンズクラブを設立されるという事で、微力ながら力になれればと思っておりま

す。

　また、例会の時は 必ず ルーマプラザに宿泊しますので、飲みに誘ってやってください。よろしくお願

いします。


