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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

ルカによる福音書 12章15節

メンバー数（広義会員1名含む） 名 名

特別メネット 名 名 現金 円 10 月 円 10 月現金 円 10 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
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11月号11月号11月号11月号

Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻

第5号

Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club 

Heart to HeartHeart to HeartHeart to HeartHeart to Heart
【【【【心心心心とととと心心心心でででで繋繋繋繋げるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽの輪輪輪輪！】！】！】！】

通巻280号

山下大輔会長主題山下大輔会長主題山下大輔会長主題山下大輔会長主題：：：：

会会会会 長長長長 ：：：：

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders
副副副副会会会会長長長長：：：：

アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題 ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movement

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ
書書書書 記記記記 ：：：：

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 “All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck” 会会会会 計計計計 ：：：：

そして、一同に言われた。「どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。有り余るほど物を持っ

ていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。」

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。

井脇井脇井脇井脇　　　　ノブノブノブノブ子子子子ですですですです！！！！！！！！

会計　巴山直久会計　巴山直久会計　巴山直久会計　巴山直久

　今期会計を担当しております、巴山です。日頃より、クラブ会費の徴収などの折には、ご協力いただき感謝しま

す。

　三役として、山下会長の思いを少しでも、クラブ事業に反映させればと考えますが、ついつい消極的な意見や、

心のこもった活動ができておらず、反省の日々です。今期役員となられたメンバーもそうでないメンバーも、私と同

じように思うように活動できない等のジレンマを少なからず感じているのではないでしょうか。

クラブ事業はもちろんですが、仕事でも家庭でも、何についても共通して言えるのは「やる気！　元気！　イワ

キ！」って事じゃないかと思います。イワキ！は別として、気のないところに人は集まらず、楽しい事も起きません

よね。いかにして、その気をコントロール出来るようになれるか、その為に例えばクラブがあり自己研鑚しているの

だと思います。

そういった意味で今期の会長主題である【Ｈｅａｒｔ　ｔｏ　Ｈｅａｒｔ】（心と心でつながるトップスの輪）は、現状に即した

皆の目標となる良い主題であると思います。

　又、主題に恥じない活動で山下会長もリーダーシップを発揮してくれています。一人一人が、心のこもった活動を

一つでも行うことができれば、そのクラブでの時間は有意義な時間となると思います。

　後半に向けて、それぞれにとって良いクラブライフとなるように、まずは「やる気！　元気！　イワキ！」で行きま

しょう！！！

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！
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2017年10月11日

ウェスティン都ホテル京都

2017年10月14日

西京極運動公園

2017年10月14日

川端三条

日時：

日時：

場所：

場所：

日時：

場所：

　２０１７年１０月１４日（土曜日）西京極競技場で京都サンガと熊本ロアッソ戦を観戦し、ハーフタイムに競技場を

パレードし、ワイズメンズクラブの活動をアピールいたしました。熊本県の少年サッカーチームも入洛し「ありがとう

ございました」の横断幕を掲げて、各クラブは自クラブののぼり旗を掲げてパレードいたしました。試合は後半30分

右コーナーキックからサンガ闘利王選手のドンピシャヘッドで2－1と勝ち越しそのまま勝利いたしました。次回は生

ビールでも飲みながら観戦し、勝利の宴会を催したいと思いました。

　京都トップスクラブ山下会長以下6名は、平成29年10月14日土曜日10時30分から12時00分まで、川端通三条交

差点において、YMCA熊本復興支援募金活動に参加しました。

　場所柄観光客の方も多く、街行く皆さんの心温まるご支援に参加メンバー一同感謝の気持ちで一杯でした(^_^)

ありがとうございました！

影山敏生Y's影山敏生Y's影山敏生Y's影山敏生Y's

　10月度の例会にはU.K.(ゆーけー）こと楠雄二郎さまがゲスト講演をして頂き大変有意義な時間を過ごすことが出

来ました。講演頂いた中でワクワクすること、ドキドキすることを沢山する！相手の心を掴めばプライスレス、人と

関わる中でワクワクすることかどうか？など自分自身の今後の人との関わり方について大変勉強になりました。

トップスメンバーとの今後の関わり、トップスが今後もワクワク、ドキドキする会になるよう私自身も積極的に関わっ

て参りたいと感じさせられる貴重な10月度例会でした。

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's



2017年9月30日～10月1日

同志社大学新町キャンパス尋真館

2017年10月10日

沼津

2017年10月29日

京都中央市場

濱﨑宗Y's濱﨑宗Y's濱﨑宗Y's濱﨑宗Y's

（金）（金）（金）（金） YMCA祭YMCA祭YMCA祭YMCA祭 12～16日12～16日12～16日12～16日 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

（土）（土）（土）（土） ﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ （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

聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり （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

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

（月）（月）（月）（月） YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）

（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

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

21日21日21日21日

30日30日30日30日

□好きな言葉

　継続は力なり

□仕事の内容

　不動産業

□私の性格を一言で言うと

　温厚

□クラブについて一言

　一日でも早く馴染める様に頑張り

ます。

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

11月11月11月11月 3日3日3日3日 12月12月12月12月

日時：

場所：

　9月30日（土）、10月30日（日）同志社大学新町キャンパス尋真館に於いて開催された「レッドリボン大作戦　AIDS

文化フォーラムin京都」に30日（日）運営委員会（京都YMCAが事務局）のお手伝いとして参加しました。AIDSやHIV

に関する色々なプログラムや展示があり性感染症予防や免疫力等について

あらためて考えさせられるところがありました。

日時：

場所： 清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

　10月29日(日)午前8時より中央市場において恒例の

ワイズポテト引渡しが行われました。鹿取委員長の完

璧な写真付誘導地図で迷うことも無くスムーズに現

着、積み込み出来ました。後に雨が強くなってきたの

で神様が味方してくれたのだと思います。ファンド委

員会のメンバーの皆様、ご苦労様でした。

13日13日13日13日

□趣味

　映画鑑賞

19日19日19日19日

4日4日4日4日 15日15日15日15日

16日16日16日16日

8日8日8日8日



2017年10月21日～22日

ホテルクライトン新大阪

１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより

　１０月より新耐震基準に合わせ会館の耐震補強工事、５階プール天井貼り替え等改修工事、また、２０１８年度より京都市の

要請に応えて開設する、会館内の保育所施設改修工事が始まっています。

　１０月は各階において、内装の壁や天井の解体が中心に進められています。館内は大きな音が鳴り響き、解体された部材や

ガラが、順次搬出されています。１１月には耐震補強となる鉄骨材の取り付けなどが行なわれます。

２．第５回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会　協賛広告お申込み受付開始

　２０１４年に、京都ＹＭＣＡ１２５周年と京都バスケットボール紹介１００年を記念して始まったＴｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケット

ボール大会は、今回で第５回を迎え、来年３月１７日（土）、１８（日）に開催されます。

　この大会は皆様からの協賛広告料を基に運営され、得られた収益を経済的に困難な子ども達が京都ＹＭＣＡのプログラムに

参加するための支援金「子ども支援基金」に積み立てられます。バスケットボールに懸命に取り組む子ども達を応援すること

が、より多くの子ども達の豊かな成長を支えることに繋がる支援です。ご協力お願いいたします。詳しくは、別紙「協賛広告の

おねがい」をご覧ください。

　

お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡ本部仮事務所（京王京都三条ビル３階）

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

３．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１９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（金）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）０７５－２５５－４７０９（当日のみ：０７７４－２４－３８３８）

５．スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集

　（会員・会友）Ｗｅｂ受付　１０月２５日（水）

　（会員・会友）電話受付　　１１月　１日（水）午前１０時～

　（一般）Ｗｅｂ受付　　　　１１月　３日（金）

　（一般）電話受付　　　　　１１月　８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

４．ＹＭ・ＹＷ合同祈祷週集会　インドから学ぶ ～子ども達一人ひとりを育むために～

　インドのダリットという人々のことを知っていますか。ダリットとはカースト制度の外に置かれた人々のことで、アウトカーストと

も呼ばれます。Murugan Kalirathnamさん（カリさん）は自らもダリットとして、幼少期に様々な体験をされました。現在はインド社

会の隅に追いやられるダリットはもちろん、少数民族や障がいをもつ多くの子ども達や女性のために活動をされています。

　　日本でも子ども達を取り巻く環境が変化し、６人に１人が貧困とされ、家庭における暴力、学校でのいじめなど、私達はさま

ざまな課題を抱えています。カリさんの経験を通して、私たちが日本社会で子ども達を慈しみ育むために何ができるのか、一

緒に考えてみませんか？

日　　時：　１１月２５日（土）午後５時３０分～８時

場　　所：　京都ＹＷＣＡ ホール（京都市上京区室町通出水上ル近衛町４４）

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１７日（金）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

京都ＹＷＣＡ（ＴＥＬ）０７５－４３１－０３５１／（ＦＡＸ）０７５－４３１－０３５２

（Ｅｍａｉｌ） office@kyoto.ywca.or.jp

　平成29年10月21日・22日にホテルクライトン新大阪で次期西日本区役員研修会が開催

され、新旧の各部部長や西日本区事業主任が集結しました。年度でいうと京都トップスク

ラブでは第25期（本田正人会長期）に該当し、当該年度には西日本区役員として船木順

司西日本区LD委員長、倉卓也西日本区地域奉仕事業主任、河合博之西日本区理事事

務局長が名前を連ね、今西宏樹西日本区LD委員も西日本区に尽力することになります。

　昨年はクラブ会長を拝命し自クラブの発展のみを考えておりましたが、ワイズメンズクラ

ブの国際の状況や西日本区の現状を改めて知る良い機会ではありました。そして今回初

めて感じたことは、京都トップスクラブの西日本区における評価・期待です。とてつもない

評価をいただいており、とてつもない期待を寄せられています。一言でいうと、それは西

日本区全体の発展を希望するワイズメンの起爆剤となることだと思います。この限られた

紙面ではお伝えすることが難しいですが、役員会や各事業、そして親睦の場で少しづつ

お伝えすることが私の務めではないかと思います。

　次期西日本区では「京都トップスクラブここにあり」と暴れてきます！！！

日時：

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's


