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ペドロの手紙 太田尚道ｙｓ選   

「命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は、舌を制して、悪を言わず、唇を閉じて、偽りを語らず。」 

『入 会 式 ２０１０・４・１４によせて』  

 
ＥＭＣ委員長 河原正浩 ys 

入会されました６名の皆様、誠におめでとうございます心よりお祝いを申し上げます。 今期EMC委
員長をお受けしメンバー増強と事業方針で発表したものの、どうすんの・・・？と言う期首でした。ここ

３年はゲストはあるが入会者ゼロと言う流れで刺激もなく、過ごして来たような感じです。50名を超えているクラブは、どの様
な誘い方又メンバーはどの様なスタンスで声を掛けているのかと・・・？ 
ちょうどその頃、仲のいいグローバルの方々とー泊（密漁）で遊びに行く事があり、運転しながら、メンバー増やすのどした
らええやろと、聞いてみました、本当はあまりよそには言いたないけどなマッチ（河原）やし教えるわと言ってくれ、もうメンバ
ー5～6名入った様な気持ちになったのを思いだしています馬鹿です・・はい。お調子ものの私は例会、役員会で、アピー
ルし、すればするほど熱くなっていく様で、皆さんに気持ちが伝わり多くのメンバーゲストを呼んで頂き、ひつこいぐらい、
ゲストをお願いしている中で、また言うとるで、うるさいなぁと言う声も無く本当に感謝です。その私をさらに熱くさせてくれた
のは、昨年10月16日EMCシンポジュームで、ゲストスピーカーのパレスクラブ大野YSが話の中でEMC委員長期首に10名
入会さすと言われ１人で有言実行され、やっぱりパレスさんはすごい（それを聞いた私は）♪弱気な僕♪ ワイズショックと
でも言うのでしょうか↓このお話を聞いた瞬間まるでホワイトサイクロンに乗り真っ逆さまに落ちた様な感覚になり鳥肌がた
ち、何か込上げて来るものがあり、１人では無理でもクラブを上げ11名行くぞと言う気持ちにさせてくださった大野YSには
感謝ですね。BUT、もっと大変な事件がありましたね三役さん（拉致はいやだよ～ぅ） 
 期首から10ヶ月念願の6名同時入会式（委員長のわがまま）を迎える事が出来この心地よい緊張感って何回でもあじわい
たいですね。入会式をイメージし何度もレジメを作り直し、これで良いのかと言う葛藤の中、最後には何とかなるやろってい
つもの感じ、そしてただ今よりトップスワイズメンズクラブ入会式を始めますって言った瞬間すごく気持ち良かった。 
メンバーの皆さんEMC委員会の皆さんご協力ありがとうございました。又高倉EMC主査様におかれましては、新クラブ設立
のお忙しい中、ご祝辞を賜り誠にありがとうございました。次期もこの勢いのまま京都部で１番のメンバー数を誇るE・M・C
の充実したクラブへと一歩ずつ歩んで行きましょう。 目指せ！次期西日本区大会EMC表彰パーフェクト 
 最後に入会されました6名の皆様（クラブを楽しむのも、楽しまないのもあなた次第です） YES YOU CAN！ 
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今期最終ファンド事業ゴルフコンペ 皆様に感謝！！   2010.4.7
牧野篤文 ys

 ４月７日にザ・カントリー倶楽部にて、今期２回目のＥＭＣ・ファンド合同ゴルフコンペ

を開催致しました。メンバー９名、ゲスト７名の参加で楽しい一日を過ごすことができまし

た。ただ前日までは初夏を思わすほど好天で暖かかったのですが、当日は一転し真冬のよう

に寒く冷たい雨の降る一日になりました。そんな悪条件の中、優勝は私の予想とおり宮尾ワ

イズでした。そして準優勝は笠井ワイズで、競馬は５－２になり購入者は宮尾ワイズお一人

でした。宮尾ワイズの御好意で競馬配当の３０％以上をファンドに寄付頂き（さすが太っ

腹！）、今回のファンド収益は合計で３６，２００円となり、今期目標額を大きく超える事

ができました。宮尾ワイズはじめ、ご参加いただいた皆さん、そして場外馬券を購入頂いた

メンバーの皆さん本当にありがとうございました。 

 今回のゴルフファンドで今期のファンド事業は終了させて頂く予定ですが、委員長を受けさせて頂いたときは

「自分に出来るかな？」と不安でしたが、廣田会長はじめ担当三役の東田ワイズや、委員の皆さんに支えて頂

き、そしてファンド事業にご協力頂いたメンバーの皆さんのお陰を持ちまして、何とか委員長を勤めさせて頂く

ことが出来ました事に厚く御礼申し上げます。少し早いですが一年間ありがとうございました。  

Ｙサアワー例会   ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ≪挑戦≫ 2010.4.14
山田誠 連絡主事

 自分の一番好きな言葉は挑戦（Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ）。常に自分に目標を持ち、その目標

に向かって挑戦することが大切だと思っています。何かに挑戦する為には、誰かに与えられ

るまで待っていても新たな目標は見つからない。自分でできる目標を見つけ、また与えられ

た目標ができれば、精一杯の努力をし、挑戦していくことがとても楽しいことだと思ってい

ます。前年度の９月より２５年間ＹＭＣＡで与えられていたスイミングスクールの担当者か

ら成人プログラムの担当者になりました。スイミングスクールで様々なことにチャレンジ

し、多くの失敗もありましたが、子供たちの為に自分なりに成功できた部分もたくさんあり

ます。たくさんの子供たちにも個々のできる範囲での挑戦する気持ちを常に持つことを伝え

てきたように思います。これからも子供たちと一緒に挑戦していく場面は、まだまだあると思いますが、新たな

成人プログラムの場面においても、自分なりの挑戦していく場面を常に見つけ、ＹＭＣＡのプログラムに参加す

る成人会員のメンバーと共に挑戦し、まだまだ自分自身が成長できればと思っています。 

 今年の４月で５０歳になりました。自分の人生が終わるまで、自分自身の挑戦は終わることはなく、その気持

ちを持つことがとても大切なことだと思っています。またＹＭＣＡにはたくさんのメンバーがいます。そのメン

バーと共にチャレンジできる場所であるとも思っています。 

目標が見つかれば常に挑戦する気持ちを！  

待っていても目標は見つからない！  

次期役員研修会初参加！！   2010.4.10～11
舞田智之 ys

 2010年4月10日～11日にかけて役員研修会に参加させて、頂きました。場所は北山のアピカルインで開催され

ました。今回私は、初参加だったのですが、いつもの、みなさんの明るい笑顔と、ブラックと ピンクのたっぷ

り入ったユーモアのおかげで、最初から楽しく参加させて頂きまし た。ありがとうございました。  

 一日目研修会はA B Cの三つに分かれて委員会の目的や、現在の委員会のいいところ、悪いところなどをグル

ープに分かれて協議して、それを発表する形式で進められ ました。協議中に分からない事や、疑問に思った事

を、船木ビジョン委員長や、廣田 会長などが、丁寧に教えて下さり大変勉強になりました。今後のクラブ運営

について 熱く語り合われたことも色々な場面で見られました。 夕食を取った後、新山ワイズのEMCについての

ビデオを鑑賞して一日目の研修会 は終了！各々が夜の研修会へと・・・・・？ 二日目は、現委員長や三役の方

からの報告、その後にフリートークで次期委員会につ いての抱負や意気込みを、次期委員長から発表されまし

た。 私も少しだけ発表させていただきました。  

 今回初めて参加させていただいた感想はメンバーの方々それぞれ熱い思いで事業を進 めて居られ、私も次期

地域奉仕委員長として頑張らなあかんなと、とても強い気持ち になり、本当に来てよかったなぁという思いで

す。本当にとてもとても有意義な二日 間を過ごさせていただきありがとうございました。 



夜桜フェスタ   2010.4.11
乙坂優次 ys

 前日の寒さが嘘のような、少し暖かさも感じる4月11日の日曜日、京都YMCAリトリートセンターで夜桜フェス

タが開催されました。午後4時に現地に到着すると他クラブは既に屋台の準備に大忙し、トップスは何処？と探

すがメンバーの姿見えず、白布のかかっていないテーブルがあったので「多分ここだろう」と佇んでいると、近

づいてくる大男の姿が目に飛び込んできました。続いて二人目も大男、どちらも重そうな段ボール箱を2個づつ

持っての登場です。でも、その箱が小さく感じられたのはどうしてなんだろう？ 

 今回、トップスの屋台は『巻き寿司』、それも太巻きの丸かぶりが200本という大判振る舞い、委員長の夜桜

フェスタに賭ける心意気が一身に伝わってきました。普通巻きとヒレカツ巻きが各100本、どちらが美味しい

か？と試食するが、どちらも『グー！』自信を持って会場の皆さんに勧められる味でした。 

 フェスタは午後5時30分開場。今回は国際の留学生も多く参加しているということで、屋台村では例年とは違

った光景が垣間見られました。我がトップスの寿司屋台でも、倉君がヒレカツ巻きの試食を促すのに四苦八苦、

勧められた留学生も恐る恐る口にするという一コマが………。でも、1度食べるとやめられないほどの味、見る

見るうちにテーブル上の太巻きは無くなって行き、売り子は『てんやわんやの大忙し』早々と『完売！』となり

ました。 

 あとは、アルコールを嗜みながら他の屋台の味比べ。焼鳥にホットドッグ、焼きそばに天ぷらうどんにみたら

し団子等々、どれもこれも美味しいものばかり、一通り食べると『もう満腹！』またもや体重を気にする日々が

続きそうです。『目標！ 69キロ』 ステージではバンド演奏やダンス、和太鼓演舞が繰り広げられ、桜に負け

ず華やかな雰囲気を醸し出していましたが、『華より食い気』に心を奪われたひと時でした。 

 その内に周りは暗くなりカウントダウンの秒読みに。一斉にスポットライトが点灯すると、ピンクに色づいた

桜の花が「「見ておくれ！」と言わんばかりに闇夜に浮かび上がり、観衆の感嘆を誘っていました。少し残念な

ことは前日までの寒さで開花が遅れ、満開ではなかったことです。でも、綺麗でしたよ。 

今回来れなかったメンバーの皆さんも来年は是非とも来て、この感激を味わって下さい。日頃の悩みも疲れもキ

ッと癒されること請け合いです。 

トップス参加者は、廣田会長ファミリー、東田ファミリー、倉Ys、そして私の息子と孫の12名。クラブメンバー

30名で4名、出席率14％ではチョッと寂しい気がしたフェスタでした。でも、みんなの協働作業で寿司屋台は大

成功！会長はじめ参加の皆々様、来年も待ってますよ。お次は何かな……？  

新入会よろしくお願いします パートⅠ   

トップスクラブの皆様へ 

 こんにちは、西浦功と申します、昭和39年生まれ

の46歳です。桂の、地に妻と娘二人(中学1年生と小

学5年生)で暮らしています。仕事は淀で鉄工所を営

んでおります。5年前に父親が心不全で突然亡くな

り、経営ということにまったく携わっていなかった

私は右往左往の毎日でした。工務店の倒産、税務署

の調査、職人の怪我等、いろいろなトラブルはあり

ましたが、運だけで乗り切ってこられたと思いま

す。 

 相変わらず仕事に追われた毎日ですが、このマン

ネリ化した日常を打破し、新たな一歩を踏み出せる

ようにクラブの諸先輩からアドバイスしていただけ

ればと思っています。なにぶん若輩者で失礼も多々

あるかと思いますが、一生懸命頑張りますのでよろ

しくお願いいたします。 

はじめまして野原です 
 トップスクラブ皆さん、こんにちは。この度、京

都トップスワイズメンズクラブに入会をさせて頂き

ました野原裕隆（のはら ひろたか）と申します。

現ファンド委員長、次期ＥＭＣ委員長の牧野篤文さ

んの義理の弟になります。自宅は、右京区太秦安井

春日町です。中学１年生の長男がいます。仕事は、

株式会社野原光学（メガネのノハラ）というメガネ

店です。二代目ですが、『右京一京都一のメガネ店

になる』という父親の意思を継ぎ頑張っておりま

す。 

 入会の目的は、同じ京都で事業をさせて頂いてい

る異業種の立派な経営者の方と交流が持てる事で

す。同業種の集まりの中では得られないたくさんの

学びをさせて頂きたいと思っております。これか

ら、宜しくお願い致します。  



【前ページからの続き】 

入会式を終えて 寺内陽子 

 とても厳かな入会式に臨み、みなさまに握手で迎
えていただき、京都トップスクラブに入会できたこ
とを心から感謝しています。今の気持ちを忘れない
ように、これからの抱負をまじめに考えてみまし
た。入会式では、式文の流れに沿って「入会しま
す」と答えましたが、これは入会の意思表示をした
だけではなく、ワイズメンとしての義務を果たし、
ワイズメンとして恥ずかしくない人間になることを
誓約したと思っています。 
 ワイズメンの義務や、あるべきワイズメン像は、
実はまだよく分かっていないのですが、これから少
しずつ学んでいき、少しでもみなさまに近づきたい
と思っています。これから、末永く宜しくお願いい
たします。  

森田茂実です 

 ４月１４日に入会した森田です。私は以前にワイ
ズメンズクラブに在籍していました。諸事情あって
ワイズから離れていました。この度縁あって「トッ
プスクラブ」に入会させて頂くことになりました。 
 ５年ほどのブランクがありますので多少の事には
ご容赦を…本当は次期に入ってからの入会で良いの
かなと思っていたのですが、頼まれると断れない性
分の私なので「６人揃っての入会式をしたいんだ」
のKワイズの言葉に思わずyesと答えてしまったので
す。決して入会を後悔しているわけではありませ
ん。何時かはワイズに戻りたいと思っていたので、
良い機会が来たんだという事です。こんな困った奴
ですが宜しくお願い致します。 

    

 京都YMCAは2010年秋に、新
しい公益法人として申請すべく準備を進めています。これ
は、皆様ご存知のように一昨年11月に施行された法律に
基づき、公益財団としての形、主には定款をあらたに定め
る必要がありますが、YMCAがこれまで大切にし、これか
らも大切にするものであります「会員自らが主体的に参画
する組織」として、現在タスクチームなどにおいて規定等を
精査しています。 
ここ数年、会員集会をはじめとして皆さんと協議を重ねて
まいりましたが、これまでの皆さんのご意見を参考に会員
組織や役割など新たな形を模索し提案してまいります。今
後発信いたしますご案内、会員集会などご参考にご意見、
ご理解を賜りますようお願いいたします。 

1．定期会員総会のご案内 
日時５月29日(土) 京都ＹＭＣＡ三条本館マナﾎｰﾙ 
会員の方々の積極的なご参加をお待ち致しておりま
す。お問い合わせ 電話(075)231-4388 
２.第６回京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーラン 
参加者・スポンサー(協賛金)募集中！ 
チャリティーランは、YMCAが提供するキャンプに障が
いのある子どもたちが参加できるように支援するプロ
グラムです。健康に走れる者が感謝の気持ちを持って
走り、その喜びを参加費や協賛金として寄付するもの
です。数多くの方のご来場をお待ち致しております。 
日時 ５月16日(日)午前９時～午後３時 雨天決行 
場所 鴨川公園(特設コース: 北大路橋～出雲路橋 
１週1.7ｋｍ／北大路橋～出町橋１週5.1ｋｍ)  
種目・参加費 小学生駅伝(１チーム2000円)／グルー
プラン・ファミリーラン(１チーム5000円)／ 一般駅
伝・クォーターマラソン(１名3000円：学生・生徒１
名1000円)／ ペアラン(１チーム1000円) 
 スポンサー募集：趣旨にご賛同いただける個人・企
業・団体等は協賛金や参加費、物品寄付でぜひご協力
ください。 
協賛金 一口 １万円(企業・団体)／５千円(個人) 
物品寄付：参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品 
お問い合わせ 電話（075）231-4388 

３.京都ＹＭＣＡ国際理解シリーズ 被災地ハイチを
もっと知ろう  
 京都ＹＭＣＡでは、多くの皆さんと、多文化共生・
地球市民として、「私たちに何ができるか」を考える
国際理解講座を開催しています。今回は、１月に大地
震と津波に見舞われた、ハイチご出身のディオジェン
さんから、ハイチの文化や社会について学びます。ハ
イチの素晴らしさやそれと同居する課題がどのような
ものかを知る事は、災害復興支援の前提でもあるでし
ょう。ハイチを様々な側面から知ってみませんか？ 
講師 ピエールマリ ディオジェン氏 (ハイチの首
都ポルトプランス出身・大阪在住) 
日時 ５月22日(土) 午後２時～３時30分 
場所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)  
参加費 無料  電話（075）231-4388 
ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！ 
ＹＭＣＡでは今年の夏も、子ども達のための楽しいキ
ャンプやスクールを準備しています。   全てのプ
ログラムは、まずはお電話にてご予約ください。 
キャンプ ・デイキャンプ 受付日 
会員６月８日(火)～９日(水) 受付時間 10時～19時 
会員・一般６月10日(木)～ 受付時間 10時～19時 
電話（075）231-4388（お問合も左記電話まで） 
会員先行申込み期間に限りＦＡＸ・Ｅメールでもお申
し込みいただけます。 ＦＡＸ（075）251-0970 
Eメール campmoushikomi@kyotoymca.or.jp 
短期集中スイミングスクール・鉄棒・とび箱が好きに
なる教室 
会員 ６月11 日（金）午前１０時～ 
会員・一般 ６月11 日（金）午後２時～ 
電話(075)255-4709（お問合も左記電話まで） 

   ５月・６月

５月１２日(水)
５月１６日(日)
５月２６日(水)
５月２９日(土)
６月１２日(土)

  ～１３日（日）
６月１９日(土)
６月２３日(水)

ＣＡＴＴ合同例会 
鴨川チャリティーラン 
役員会 
グングン焼肉 
西日本区大会 IN広島 
 
引継例会 
役員会


