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コヘレト3:11

メンバー数 （広義会員3名含む）名 名

特別メネット 名 名 現金 円 9 月 円 9 月現金 円 9 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円

メネット･コメット 名 名

ゲスト 名 名

メーキャップ 名 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

　今期EMC委員長を拝命いたしました舞田です。会長が終わり昨年は休業？(笑)させていただいておりましたが、

今期河合会長のもと2回目の委員長させてもらってます。以前の委員長の時には勢いだけでこなせた感がありま

すがクラブが大きくなり成熟した中で難しい仕事です。クラブが新しい会員を獲得すること、メンバーが疎外感を感

じさせないことなどごくごく当たり前のことがいかに難しいか、そして人の気持ちを感じ取ることの難しさを実感して

おります。

　みなさん仕事や家庭、そして日常の諸問題を抱えながら人前では強くたくましく過ごしていらっしゃる中でクラブ

が活力になるように、そして楽しめる場にすることが使命やと思って三か月たちましたが、特別な成果が出ている

とは思えません、、、得意先の社長が仰っておられた言葉でいつの時も、どんな状況でも「人に優しく」をモットーに

仕事をされている社長さんが居られるのですが、その社長さんは実生活でその言葉を実践されていて、従業員も

得意先さんもその方の人間性にあこがれて商売の方も順調にこなしてらっしゃいます。単純で誰でも思いつくよう

な言葉ですが、実践することの難しさも、困難さも理解いたしております。しかし、今後の生活や仕事、そしてクラブ

でもこれさえあればと思う今日この頃なのです・・・

　今期は私の力不足で入会者が0名、退会者も出ている中で今後のクラブがどうなるかの大きな分岐点に差し掛

かっていますので、あと9か月精一杯EMC委員長の仕事をしていきたいと思っております。

　ここからは皆さんにお願いです。新たな出会いがクラブの大きなエナジーとなりますます発展させる原動力となり

ます、お知り合いの方でクラブに誘っていただける方がいらっしゃれば紹介していただきたいです。そして、新たな

メンバーになっていただきみんなで学びそして楽しめるクラブ活動をしたいので、ご協力お願いいたします。

　最後はお願いになってしましましたが、あと9か月みんなでクラブを盛り上げそして自身もスキルアップできるよう

頑張りましょう。

神はすべてを時宜にかなうように造り、また、永遠を思う心を人に与えられる。

EMC事業委員長　舞田智之EMC事業委員長　舞田智之EMC事業委員長　舞田智之EMC事業委員長　舞田智之

BF EF

国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である国々を周知する目と心と義務

を育てよりBF/EFへの意識を高めましょう。
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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 ：：：：

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。
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2016年9月14日

KOTOWA

2016年9月19日

沼津

2016年9月21日

ホテルクランヴィア京都

日時：

場所： 石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's

日時：

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：

　平成２８年９月１９日、仕事の帰りにぶらりと沼津クラブさんへ訪問してきまし

たぁ！

まずは泉ワイズのお宅にお邪魔し、泉ワイズの楽しいご家族と２時間ばかり寛がせ

ていただき、流石！沼津！Pizzaに、しらすと桜エビのトッピング！ヘルシーで美味し

かったです。

　その後、渡邉会長が仕事が終わるや否や駆けつけてくださり、三人で山中湖

へ。。。生憎、雨天のため富士山を望むこと叶いませんでしたが武田信玄公ゆかり

の郷土料理「ほうとう」を御馳走いただき、晴天の山中湖という楽しみをとって後にし

ました。

　夜の部は場所を沼津駅前に移し、渡邉会長、長谷川ワイズ、大村ワイズ、相磯ワ

イズと懇親会！とても楽しい時間を過ごすことができ私一人でDBCを満喫してしまい

ました。次回は１１月に沼津クラブさんが弊クラブ例会にご出席いただき、来年２月

は沼津クラブさんの５０周年記念例会を迎えますのでお祝いに沼津クラブさんへ訪

問し、より多くのメンバーでこのワイズ活動の楽しさに触れていただけたらと思いま

す。本当に素晴らしいクラブ、仲間とご縁をいただきましたこと、沼津クラブさんと

DBC締結に向けて尽力いただいたワイズメンに深く感謝申し上げます。

　平成28年9月21日（水）第566回通常例会に山下次期会長と京都グローバルクラブさん

へ初訪問。9月11日京都部会当日に北京都フロンティアクラブの加盟認証状伝達式が行

われ都部19番目のクラブが誕生し、京都グローバルクラブさんと京都トップスクラブが代

表スポンサークラブとなり、新たなご縁ができたと思います。さて、グローバルクラブさん

の例会ですが『グローバル宣言』大変感銘を受けました！ご興味ある方はグローバルク

ラブさんの例会へご一緒しましょう！また、トップスクラブの10月例会のアピールの時間も

いただき、グローバルクラブさんから多くのメンバーがお越しいただけることとなり改めて

感謝申し上げます。メンバー数やメンバーの年齢、クラブ歴の同じような規模であり違う

のは女性会員数でしょうか？今後、主にグローバルクラブさん、北京都フロンティアクラブ

さんと相談し、京都部全体のクラブ同士がどのように関わっていくのか為すべきことは山

積しておりますが社会貢献できる奉仕クラブとしてお互いに切磋琢磨できる関係を構築し

ていきたいと思いますので、メンバーの皆さま、在京クラブの皆さまご理解ご協力の程、

お願い申し上げます。

　9月14日ＫＯＴＯＷＡ京都祇園八坂おいて、9月例会が開催されました。中秋の名月を観賞、お月見例会と粋な例

会を企画されましたが、

　あいにくの曇り空、名月観賞とはいかなかった様ですが、京都クラブ合田太一様、鍵谷将宏様、京都グローバル

クラブ伊藤弘一様、河合会長ご紹介の中野仁資様、奥久輝様、中藤光博様、山野大介様、下大迫幸一様、田口

誠剛様、水守琢也様、中尾学様、大江裕介様、井通香織様、吉田功様、河原直前会長ご紹介の篠原琳様、加藤

誠一様、山下副会長ご紹介の成田智孝様、新井泰秀様、高坂ＹＳご紹介の大石健一様多数のゲストを迎え和や

かな雰囲気でメンバースピーチが始まりました。

　今回のメンバーは弁士が多くタイムオーバーが続出してしまいました。ノリノリのスピーチ止めるすべがなくぎりぎ

りの時間でタイムオーバーになってしまいました。

　ゲストの皆様にトップスクラブの良さを理解していただきひとりでも、多く入会して戴けたらと思う次第です。

　三々五々、祇園のネオンに誘われて姿が消えていきました。

河合博之会長河合博之会長河合博之会長河合博之会長場所：



2016年9月11日

グランドプリンスホテル京都

2016年9月11日

グランドプリンスホテル京都

2016年10月6日

舞鶴YMCA

2016年9月8日

京都YMCA

　９月８日（木）三条ＹＭＣＡにて『ＥＭＣアカデミー』が開催されました。講師は内田ワ

イズです。講義内容はＫ・Ａ・Ｓ・Ｈの法則についてでした。今回はゲストが４名参加

してくださいました。

　河原祥博会長期にもＥＭＣアカデミーに参加させていただき内田ワイズの講義を

受けました。今回もたいへん為になる事をお聞きいたしました。受講している時は、

「なるほど…」、「フムフム…」とうなずいています。何度聞いても良いお話です。

　でも、大事なのはいかに実践するか、どれだけ実践できるかです。全く出来ていな

いわけではありませんでしたが、今回のアカデミーではもっと実践しようと心に誓い

ました。内田ワイズ、為になるお話しありがとうございました。

　舞田ＥＭＣ委員長、素晴らしい企画を段取りしていただきありがとうございました。

倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's

場所：

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

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

　次期会長を引受させてもらっております山下です。

　皆さんは京都部会というものに参加された事ありますか？勿論、出席さ

れておられる方も大勢おられますがまだ出席をした事が無い方は是非

一度出席してみて下さい。

　京都部だけでも北京都フロンティアクラブ(舞鶴のクラブ)も増えまして19

クラフﾞの方々やその他の部会のクラブの方々も大勢参加されており色ん

な事が少しずつ分かってくるような気が致します。

　今年の部会はプリンスクラブさんがホストクラブ(用意や準備、全ての段

取り)をしてくださいました。京都部やYMCA、その他の部の報告やイベン

トも盛りだくさんあり中々面白かったです。

　クラブで一番盛り上がるところはやはりバナーセレモニーですね。各ク

ラブ会長がバナーを掲げて整列されます。ヒューヒュー！です。

　まだ、色々なところへ出席してない方は是非参加してみてください。何

か違うものが見れると思いますので一歩踏み出してみてくださいね！

　平成28年9月11日加盟認証伝達式を終え京都部19番目のクラブとして発足した

北京都フロンティアクラブの記念すべき第1回通常例会に平成28年10月6日（木）

に河合・河原祥博直前会長、船木順司ｙｓ、新山兼司ｙｓ、渡部美代子特別メネッ

トの5名で訪問。

　例会運営は、当然ながら未成熟でありましたが参加メンバーの表情や、参加の

意義、溢れるばかりのやる気を充分に感じる例会だったと思います。

　また、昨年ご逝去された故渡部與志夫ｙｓの生前の思い『舞鶴に行きた

い！！！』を遂げることができ、感慨深いものがありました。

　基調講演では北京都フロンティアクラブのメンバーでもある京都府会議員　小

原舞ｙｓの『京都府と舞鶴市』について講演戴き、今後発展が期待される舞鶴市

の現状や府会議員としての日々の活動を知ることができました。

　我々、京都トップスクラブは代表スポンサークラブとして今後、北京都フロンティ

アクラブと積極的に交流を深めたいと思いますので、11月13日に予定される

YMCA祭in舞鶴へ一緒に行きましょう！

日時：

場所：

日時：



　

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 （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

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 （木）（木）（木）（木） YMCA祭（京都）YMCA祭（京都）YMCA祭（京都）YMCA祭（京都）

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 （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）

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 ／ドッジボール／ドッジボール／ドッジボール／ドッジボール

（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 聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり

（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 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

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）

／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

（日）（日）（日）（日） YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）

（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

　桂にある焼き鳥屋「絆」を紹介します。きずなと呼びます。場所は、桂高校から北へ２００メートル上がったところ

の西側です。午前３時まで開いているので、〆のお店としてよく利用しています。焼き鳥は、西界隈(西大路道以

西)で一番美味しいと思います。特に「ココロノコリ」、「トリ皮」は絶品です。泥酔状態でもココの焼き鳥は、食べられ

ます。又、瓶ビールがアサヒ、キリン、サッポロと３種類あるのも魅力です。当然生ビールもあります。その他、サイ

ドメニューも豊富にあります。是非一度お立ち寄りください。予約をすれば焼き鳥のお持ち帰りも出来ます。

12・13日12・13日12・13日12・13日

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

３．国際協力街頭募金

１０月３０日（日）、京都市内各所で街頭募金を行います。詳細は後日ご案内します。

集合場所・時間：　京都ＹＭＣＡ三条本館ロビー　午後１２時３０分頃（予定）

10月10月10月10月 11月11月11月11月

１．アジア保健研修所報告会～最果ての島で健康を守る～

アジア保険研修所（ＡＨＩ）の巡回報告会を京都ＹＭＣＡにて開催します。フィリピン・スールー諸島で健康な村づくり

を進めるガイさん、エミーさん２人のムスリム女性のお話を伺います。通訳もありますので、お気軽にご参加くださ

い。

　日　　時：　１０月１５日（土）　午後２時～５時

　主　　催：　アジア保険研修所

　共　　催：　京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡ

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館　２０４号室

　参 加 費：　無料

　お問合せ・お申込み：　京都ＹＭＣＡ、京都ＹＷＣＡまたは、アジア保険研修所（ＡＨＩ）まで。

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

 　アジア保険研修所：（ＴＥＬ）０５６１－７３－１９５０／（ＦＡＸ）０５６１－７３－１９９０

30日30日30日30日

20日20日20日20日

12日12日12日12日

9日9日9日9日

23日23日23日23日

13日13日13日13日

3日3日3日3日

1～2日1～2日1～2日1～2日

２．夏期国際プログラム　ユース参加者による報告会

今年の夏期国際プログラム（広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナー、厦門インターナショナルワークキャンプ、地球

市民育成プロジェクト）に参加したユースの報告会を行います。ぜひご参加ください。

　日　　時：　１０月１８日（火）午後７時～９時

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館２０４号室

　お申込み：　京都ＹＭＣＡ

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

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

2日2日2日2日

5日5日5日5日


