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ペドロの手紙より(抜粋) 藤田正康ｙｓ選   

妻たちよ、自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようにな
る為です。あなた方の装いは編んだ髪や金の首飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものではあってはなりません。
むしろ柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた、内面的な人柄であるべきです。夫たちよ、妻を自分よりも弱
いものだとわきまえて生活を共にし、命の恵みをともに受け継ぐものとして尊敬しなさい。  

『今の心境は』  

 
会長 廣田隆治 ys 

 ２１年７月に私がトップスの会長に就任し１年が経とうとしています。次々期会長に指名された辺り

からプレッシャーが高まってきて、会長就任後は三役さんに助けてもらいながら、各委員長さんには

ご苦労を掛けながら、なんとか例年の事業を終えたかなという状況です。毎回勉強させられることが

多くて、反省点や課題はつきません。 

 任期を終えたらさぞかし開放感を味わえるだろうなと考えていたのですが、今の心境は１年間クラブのほぼ全ての事業に

参加させてもらってクラブ全体像がようやく見えてきたので、今期経験した反省点や課題を踏まえ、一会員としてまた新た

な挑戦が始まるという気持です。 

 自分の会長期が始まる前に頭でイメージを膨らませながら、三役さん、各委員長さんに就任交渉し、快諾いただいて嬉し

かったこと。仕事や家族のことで忙しい中、そこまでやるかという所まで三役さん、各委員長さんに頑張っていただき、この

御恩は一生忘れません。今は、どんな役割を任命されても喜んで引き受けたい気持です。 

 また今期のＥＭＣでは、新入会員６名を迎え、委員長の醸し出すムード、事業へのメンバーの意識がいかに重要か身を

もって感じました。次期はトップスより西日本区にはＥＭＣ主任、京都部にはＥＭＣ主査を輩出いたします。お二人が思い

切り活躍できる様にクラブでも個人的にも援護させていただくことが重要課題です。また２２年の西日本区大会は京都で開

催され、親クラブのキャピタルクラブがホストなのでトップスとしても物心両面で大変な期になるでしょうが、トップスのメンバ

ーみんなで大暴れ（いい意味で）しましょう！ 

 最後にみなさま今期私をトップスの会長として、盛り上げていただき有難うございました。 
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賀茂川チャリティーラン   2010.4.10～11
平間 正晃 ys

 第７回賀茂川チャリティーランが開催されました。 スタッフの皆さんは朝７時から活動をはじめます。テン

ト張りに舞台設営、音響設備準備に模擬店テーブル設置。 多くの方の協力で本番当日が動き始めます。 競技

の準備は本番までに３回の打ち合わせと、念入りな調整をして当日にのぞみました。 オープニングの声、総主

事の挨拶、そして委員長を務める我がトップスクラブ乙坂さんの挨拶＆説明。そしてバンドが演奏をはじめると

ダンダンと場内は盛り上がりを見せます。競技に関しては色々と心配事が沢山ありましたが、いざ始まるとスム

ーズに進行して問題なし・・・ところが問題はトップスの屋台にあるとはダレも予想しませんでした。薄々心配

していたのですが、トップスの綿菓子は無料と言うこともありダンダンと長い行列が出来始めるのです。綿菓子

製作班は渡部さんを中心に奮闘しますがその行列は１０人から２０人そして３０人になるにいたっては必死の作

業を行ないます。新人メンバーの寺内陽子さんも綿菓子作りにライン参加してくれなんとか子供達にくまなく渡

してあげることが出来ました。 他クラブの方からは「トップスさんは人気があってよろしいですね～」なんて

羨ましがられましたよ。 ホットドッグ・ピビンバ・ポップコーンと沢山の出店がありましたがトップスが一番

賑やかだったように思います。 

そのトップスクラブの屋台周辺はいつものようにアルコールの香りが立ちこめ下世話なお話しと下品な笑い声に

満ち溢れ、まるで居酒屋の雰囲気でしたが活気が合って笑顔があって元気な元気な屋台でした。 多くの方たち

の協力と元気なランナーが多数参加してくれたお陰で沢山の募金が集まりました。ありがとうございました。 

今年はグループランに会長のチームだけの参加でしたが来年は５チームぐらい編成して走るそうですのでヨロシ

クお願いします(^^)v 

しかし５０本ぐらいあった缶ビールとハイボールはダレが呑んだんだろ・・・たぶんトップスメンバーだと思い

マ～ス。  

仁科保雄次期西日本区理事を励ます会   2010.4.24
廣田 隆治 Y's

 仁科保雄氏はとてもトップスと関わり深い方です。まずトップスはキャピタルクラブから生まれたので、いわ

ゆる親子クラブの関係であること、トップスのメンバーの加藤隆司ワイズの親戚（また従兄弟だそうです）渡部

與志夫ワイズが仁科さんがキャピタルクラブ入会の際のスポンサーであったこと、ワイズメンズクラブの催しや

海底アウトドアなどのオプションでお会いしても、役職に関わらず若いメンバーにも気さくに声をかけていただ

き、私個人としても好感度ナンバーワンの方であること（多分トップスの他のメンバーも同様だと思います）な

どが挙げられます。 

 プログラムは瀬本純夫キャピタルクラブ会長の開会挨拶にはじまり、ワイズソング斉唱、次期日本区キャビネ

ット紹介、食前感謝、そして鏡開き、乾杯の音頭は阪田民明京都部次期部長がとられました。食事は洋食のテー

ブルバイキングで、食後の励ましの言葉では元日本区(歴史を感じさせますね)理事の森田恵三氏、岡本尚男氏、

京都YMCA総主事の神﨑清一氏、そして仁科さんの強い希望で、我らがトップスの渡部與志夫ワイズ、美代子メネ

ットも急遽壇上立たれ励ましの言葉をいただきました。 

 最近グッとスリムになったと評判の西日本区事務職員の北村久美子さんとキャピタルクラブ村田深砂子さんの

花束贈呈の後は、いよいよ西日本区主任の紹介です。各主任奥ゆかしい方が多く２～３分のあっさりとしたスピ

ーチが続く中、我らが新山兼司西日本区次期EMC主任は会場の期待を裏切らないトークで、EMCを通じて各クラブ

を活性化することが、仁科保雄次期西日本区理事

を応援することになるという趣旨の熱い言葉が印

象深く感じました。 

 キャピタルクラブの山田英樹次期会長の閉会挨

拶で励ます会の幕を閉じました。 出口ではお約束

の握手の行列、仁科保雄次期西日本区理事そして

節子メネット様よろしくお願いいたしますと私

は、しっかりと両手重ね握手をさせていただきま

した。 



ＣＡＴＴ合同例会   ウエスティン都にて 2010.5.12
藤田正康 ys

 毎年の合同例会(キャピタル、エイブル、トップス、東稜)で今回はトップスがホストでした。森谷敏夫先生を

迎え「癌、脳卒中、心臓病はどこまで予防できるのか」というテーマで講演をお聞きしました。 

 独特のお話のスタイルで、おもわずひきこまれあっという間に時間は過ぎていきました。糖尿病やがんは遺伝

ではない先人の生活習慣の継続が同じ病気にかかるのだという事例など、目からうろこの瞬間でした。また、司

会はなんと千賀ｙｓと先月入会したての寺内陽子さん、初々しい司会振りがとても新鮮でした。念のために千賀

ｙｓが初々しいのではありませんよ！今後も新入会メンバーの司会も楽しみですね。  

新入会よろしくお願いします パートⅡ   

これよりの道  石田博紀 

 私は、2008年の9月より"ビューティフルワークス株式会社"の代表をしております。その経緯は、ご

紹介者でもある高坂社長の元で結婚式のカメラマンとして働いておりました。 結婚式の撮影をし、ア

ルバムに仕上げていく事が仕事でした。 その中でも私は、アルバムのデータ制作も行っておりました

所、その事業を独立してやってみないかとの 高坂社長のお言葉に、現在代表として皆を引っ彊ってい

く立場にあります。 

 現在は、デザイナー、イラストレーター、カメラマンと共にアルバム作りからホームページなども 

扱えるようになってきました。その中で余裕が出てきたわけではないのですが、高坂社長より ご紹介

頂きクラブの入会を決めました。入会の決め手はやはり高坂社長のご紹介と言うのもありますが、 今

までに経験のした事の無い世界だと初めてお伺いした時に感じまして、何か得られるモノがあるので

は と・・安易な気持ちではありますが入会させて頂きました。 

 これまで出席させて頂いておりまして、クラブの活勤や皆様のあたたかさに感勤も覚えましたが、 

それに甘えてしまっている私の弱さが露呈している事に気づかされました。 例会の日にちの管理が出

来なかったり、この原稿 の提出もそうですし、皆様の寛大なお気持ちと自分の 忙しさに理由をつけ

て限界を決めてしまいます。 今後のワイズメンズクラブの活勤を通して、皆様や世のためになる様な

人格作りを志して行きたいと 思っております。 今後このようなご迷惑をおかけしない様努力して参

りますので、宜しくお願い致します。 

はじめまして八木です 

 初めまして、四月に新入会させて頂きました、八木と申します。 写真スタジオを営んでおります。

私事ではありますが、二年ほど前に独立をさせて頂き、改めて経営というものの難しさ、厳しさを痛

感しております。 そんな時にこのトップクラブにお誘いして頂き、多くの諸先輩方から色々なお話を

お聞きし、自分なりに考え、成長して行くことができる場所だと感じております。 また、ご迷惑をお

かけすることも多々あるかと思いますが、よろしくお願い致します。 

今月号が今期発行ブリテンのファイナル号です、あっという間でした。おかげさまで何とか無事発行で

きました(内容は別にしてね)快く原稿依頼を受けてくれたメンバーの皆様(困ったときの平間ちゃん乙坂

さんに感謝)また委員さん、担当三役さんにも大いに助けられました、また会長には参加できない行事原稿と写真まで

お願いしました(伏して感謝) 何よりもピクセル森さんには本当に助けていただきました、ぎりぎりの入稿にもかかわらず

レイアウトその他に気を配ってくださり大過なく発行できましたこと、委員会場所のご提供などなど、本当に有難うござい

ました。次期は千賀委員長が超弩級、空前絶後の紙面構成を考えているようです！楽しみですね。 ★原稿依頼喜ぶ

気持ちが福を呼ぶ★ 藤田正康でした。それでは皆様、またの機会に！



    

 
1．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 
会員６月８日(火)~９日(水) 午前10時~午後７時 
会員・一般６月10日(木)~ 午前10時~午後７時 
電話（075）231-4388（お問合せも左記電話まで） 
会員先行申し込み期間の６月８日(火)~９日(水)の期
間に限り電話に加え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（お問合せも左記電話まで） 
 
２.京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワーク
ご協力のお願い 
夏季利用の前の準備ワークを下記日程で予定してお
ります。利用者が快適に、活動できるよう準備した
くご協力の程よろしくお願いいたします。 
実施日 2010年６月27日(日) 
集合 午前９時30分 解散 午後３時頃 
内容 草刈・施設清掃・整備など 
お問合せ 京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局 
中村 電話(075)231-4388 
詳細につきましては改めてご案内させて頂ます。  
 
３.京都ＹＭＣＡサバエ教育キャンプ場設営ワークご
協力のお願い 
サマーキャンプの季節が近づいてきました。たくさ
んの子ども達がサバエ教育キャンプ場で貴重なひと
時を過ごし、成長する事が出来るのも長年にわたる
ワイズメンズクラブの皆様のお支えの賜物と感謝致
しております。今年も以下の日程で設営ワークを予
定しております。皆様のご協力をお願いいたしま
す。 
実施日 2010年７月４日(日)、７月11日（日） 
集合 午前８時30分(サバエ教育キャンプ場) 
解散 午後３時(サバエ教育キャンプ場) 
※昼食をＹＭＣＡで用意させて頂きます。 
※まもなく詳しい案内を各クラブにお配りします。
恐れ入りますが、ご参加いただく人数を６月19日
(土)までにＹＭＣＡサバエキャンプ場 担当廣田ま
でお知らせください。 
電話(075)231-4388 ＦＡＸ（075）251-0970 

４.ボランティアセミナーのご案内 
がん患者さんとそのご家族へ 第４１回 苦しみ、悩
み、不安を共有しませんか。 
この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや
悩みについて、患者さん同士、そのご家族同士が話し
合い、がんとうまく付き合うための情報交換の場で
す。 
日時 ６月19日(土) 午後７時～９時 
場所 京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場) 
参加費  お一人 ３００円 
※お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(075)231-4388または 
vb@kyotoymca.or.jp 

 

 ６月

６月１２日(土) 
  ～１３日（日） 
６月１９日(土) 
６月２３日(水)

西日本区大会 IN広島 
 
引継例会 
役員会

 
 
◆ 田辺誠君の退会が承認されました。 


