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躍動するトップスクラブ

テサロニケ人への第一の手紙 5章16節～18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 2 月 円 2 月現金 円 2 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 ｃｃ
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12

77 0 114,000 521,572

例　　会　　出　　席

　2020年2月22日土曜日午後8時　開会点鐘・・
　フィリピンパンパンガ州　マバラカット市クラークフリーポート・クラークマリオｯトホテルにて、ワイズメンズクラブ国
際協会フィリピン区Clark ARK Y’s Mens Club『国際協会加盟認証状伝達式』チャーターナイトが執り行われまし
た。
　参加クラブ：フィリピン区ワイズメンズクラブ：YMC RAHA・Manila Downtown・Metro Qezon City、西日本区ワイズ
メンズクラブ：京都トップス・京都・京都パレス・京都プリンス・京都東稜・京都ZERO、東日本区：東京多摩みなみ
　参加者：田中博之アジア太平洋地域会長、フィリピン区よりアンヘリト・プア理事はじめ12名、西日本区より新山
兼司次々期理事候補はじめ19名、マバラカット市行政関係者・ARKClubメンバー・メンバー関係者25名、総勢57名
　国境を隔て行われたチャーターナイト、2019年2月ワイズメンズクラブ国際協会EBBに則り準備開始、一年の道
のりを経てこの記念すべき式典が西日本区京都ZEROクラブ　佐古田正美ワイズ、坂口バネッサワイズの司会進
行によりスタート致しました。
　第一部式典は国際ルールに則り、スポンサークラブ、ラハクラブ・京都トップスクラブ会長の開会点鐘で始まり、
田中博之アジア会長による基調講演、船木順司京都トップスによる設立経過報告、田中博之アジア会長による国
際協会加盟認証状授与式、アンヘリト・プア　フィリピン区理事によるClarkARKクラブメンバー入会式・役員就任式
等々、一部式典は厳正に執り行われました。一転、二部懇親会では和やかな雰囲気の中、フィリピンのワイズメ
ン、日本のワイズメン、マバラカット市行政関係者そしてARKクラブメンバーとの交流や参加クラブ、参加者の紹
介、支援金や贈呈品の紹介と盛りだくさんのプログラムで構成され、ClarkARKクラブメンバーのおもてなしを存分
に味合わせて頂いた素晴らしいチャーターナイトでした。
国境を越え始まったこの事業、道のりを振り返ると、長くもあり短くもあり、苦しくもあり楽しくもあり、幾多の苦難を
抱えながらフィリピンのワイズ・日本ワイズとの協同により準備し向かえたチャーターナイト、ワイズメンズクラブ万
国共通のY’sDom・Y’slyに支えられ成し遂げる事の出来たプロジェクトです。
　このチャーターナイトを終え『強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う』のワイズメンズクラブモットーは
ARKクラブに強く根付いたと確信いたします。
　最後に、このプロジェクトに参加協力いただいた皆様、そして、日本より応援激励いただいた皆様に心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。Y’sly
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真摯たれ！紳士たれ！！八木薫史会長主題：

会 長 ：

国 際 主 題 Building Today for a Better Tomorrow　（より良い明日のために今日を築く） 副会長：

BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

京 都 部 主 題 限界を超えろ！　～Y's Power？No Limit！～ 会 計 ：

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しな
さい。これが、キリスト・イエスにあって、神があなたがたに望んでおられる
ことです。 TOPSのバナーにはこまが

三個配されています。
TOPSのTOP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。

Y’s mens Club has no border
（ワイズに国境なし）

船木順司

アジア太平洋主題 Action！　（アクション！）　　

西日本区主題 風となれ、ひかりとなれ 書 記 ：

こころ豊かにあるために、輝くために

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

The Y's Men's Club of 10ｔｈ.July1994

Kyoto Tops 第26巻
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ワイズメンズクラブ国際協会フィリピン区

Clark ARK Y’s Mens Club『国際協会加盟認証状伝達式』チャーターナイト

アンヘリトRD祝辞

パンフレット2P

入会式

清水次期会長（京都トップス）

田中アジア太平洋地域会長

村上CN実行委員長

クラークアークバナー ランチョンベル 横断幕・バナー

経過報告 新山次々期西日本区理事

集合写真

プログラム パンフレット

クラークアークメンバー



2020年2月12日
霊源院

2020年2月13日
いちえんそう

参加者：青山Y's　牧野Y's　本田正Y's　今西Y's　吉田Y's　髙坂Y's　東Y's　山下Y's　山下メネット　山下コメット
　清水Y's　加藤信Y's

2020年2月22・23日
福井県おおい町総合運動公園サッカー場

参加者：一日目　河合Y's　本田正Y's　巴山Y's　
二日目　牧野Y's　余田Y's　小林Y's　東Y's

日時：

JWF
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。
個人やｸﾗﾌﾞの記念に合わせて献金をお願いします！

日時：
場所：

場所：

場所： 余田敏明Y's

　２月１２日　TOF例会。夜のお寺で座禅をするという内容で開催されました。場所は建仁寺塔頭寺院・霊源院。建
仁寺境内南東に位置するお寺です。お寺の中とだけあって厳粛な空気が漂います。ひんやりとした冷気がかえっ
て心地よく、身が引き締まる思いの中、座禅を行いました。まずは座布団の上で足を組みます。膝の上で手を組
み、背筋をまっすぐにします。（この姿勢が意外ときつい！）
　挙手した方は「警策(きょうさく)」という棒で肩を打ってもらいます。緊張から来る肩こりや眠気や緩んだ気持ちを
引き締める為に警策を頂きます。ほとんどみなさん頂いた様子でした。座禅後の集中力が増したところで、雲林院
宗碩（うんりんいん そうせき）さんに法話をして頂きました。簡素に生きる。感謝して生きる。寒い時に寒くなる。当
り前のこと。『そういうものだ』という受け入れる心も大事だと分かりました。
　いつもと違ったこういう例会も良いですね！準備をして下さった皆様どうもありがとうございました！！

日時：

YMCAサービス
ASF

ＹＭＣＡとの協働は自ら積極的に参加することです。
お互いに理解しあい目標を共有しましよう。



2020年2月10日
京都YMCA

参加者：八木会長　牧野Y's　倉Y's　今西Y's　本田正Y's　石田Y's　吉田Y's　髙坂Y's　山下Y's　辻村Y's　河原信Y's
　小林Y's　鹿取Y's　青山Y's　寺内Y's　高橋Y's

2020年2月15日
京都ホテルオークラ

参加者：八木会長　河合Y's　河原正Y's　　河原信Y's　牧野Y's　相田Y's　清水Y's　山下Y's　寺内Y's　寺内コメット　
　小林Y's　余田Y's　神谷Y's　廣田Y's　本田正Y's

2020年3月2・16日
ウェスティン都ホテル京都

日時：
場所：

場所：
日時：

日時：
場所：

　令和２年３月２日に小林保彦さん、伊地智志奈さん（両名ともスポンサー新山ワイズ）、３月１６日に藤崎千秋さん
（スポンサー河原正浩ワイズ）のオリエンテーションが、ウエスティン都ホテルにて開催されました。オリエンテー
ションを受講された３名の皆さんは、八木会長の入会意思の問いに対して明確に入会の意思表示をされました。
本来この３名の皆さんは４月９日の例会にて入会予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で例会が中止になり
ましたので、誠に残念ですが延期になりました。しかし３名の心は既にトップスクラブにあります。そして入会予定
者の小林さん、伊地智さん、藤崎さんの３名は、素晴らしい人格者で志も強くトップスクラブの宝となるメンバーで
す。素晴らしい仲間が増えトップスクラブとして本当に嬉しい限りです。
　トップスクラブメンバーの皆さん！世間はコロナショックで暗いニュースばかりですが、我々トップスクラブにとって
は非常に明るいニュースです。３名の入会式を楽しみにして心から歓迎しようではありませんか！



次期会長・主査研修会　中止 （水） ゲストスピーカー例会　中止
（日） 卒業リーダー祝会 （土） 次期役員研修会　中止
（水） メンバースピーチ例会　延期 （日） 夜桜フェスタ　中止

ミニバスケットボール大会　中止 （水） 役員会
（水） 役員会変更　例会中止 （日） チャリティーラン 2020　中止
（水） 役員会 （火） CATT例会

（水） 役員会

3月

5月

8日

19日
8日

25日

１．4 月からの子どもウエルネスプログラム申込み
4 月スタートのクラスの申込受付をします。
〇募集プログラム 野外体験学習プログラム、スイミングスクール、体操、サッカー、
 バスケットボール、キッズダンス、アフタースクール
お申込み・お問合せ：京都 YMCA ウエルネスセンター（TEL）075-255-4709
 クラスの詳細は プログラム予約サイト e-YMCA（京都）をご覧ください。
https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

２．4 月からのボランティアリーダー募集
 4 月から、京都 YMCA でボランティアリーダーとして登録し、活動する大学生を募集いたします。
（アウトドアクラブ 、病気の子ども達のための支援、病気の子どもの元気なきょうだいのための支援、
発達障がいのある子ども達の支援、サマーキャンプ・スキーキャンプ）
 〇対象 ・4 年制大学の 2020 年度 1 回生、2 回生もしくは短大や 2 年制以上の専門学校の 1 年生
 ・子どもが好きな方。学生生活に何か有意義な活動をと思っている方。
・研修をまじめに受け、責任を持って行動できる方。
 〇ボランティアリーダー募集説明会
以下の日程の夜（19 時～20 時頃）に開催しています。
4 月：7 日（火）、14 日（火）、21 日（火）、28 日（火）
5 月：12 日（火）、19 日（火）、26 日（火）
6 月：2 日（火）
お申込み・お問合せ：京都 YMCA ウエルネスセンター（TEL）075-255-4709

4月 28日

11日

7～8日

14～15日

4月

28日

10日

17日
19日
27日


