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飛翔たとう ワイズスピリットを胸に  泰然自若の精神で 

ワイズにビジョンを、思いやりと共に  ～世界のワイズが輪になって～ 

「愛の心」 ～原点に立ち返って私たちに出来ること～
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マタイによる福音書7.13-29 実によって木を知る（ルカ６ 43-44） 千賀 俊男 ys選 

茨からぶどうが、あざみからイチジクが採れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結
ぶ。良い木が悪い実を結ぶことは無く、また、悪い木が良い実を結ぶこともできない。 

『 ＴＯＦ例会 』  

 
連絡主事 山田 誠 ys 

 ＴＯＦ例会（タイム・オブ・ファースト）『ＹＭＣＡの国際協力活動』 現在、およそ世界１２５の国と地

域でＹＭＣＡの様々な活動が実施されています。そしてその一つの活動として、ＹＭＣＡは国際協力

活動を行っています。その目的は、 
・ すべての子どもや青年が、自分らしく生き、成長することを願います。 
・ 民族や宗教、宗派の違いを超え、平和に暮らせる社会を目指します。 
・ 紛争や災害、貧困の中に暮らす人びと、特に青年、女性、子どもたちの側に立つ視点を大切にします。 
・ ボランティアやスタッフの養成を行い、行政や他団体と協力します。  
京都ＹＭＣＡにおいても、１１月に日頃ＹＭＣＡで活動するメンバー・スタッフ・そしてワイズメンズが集まり三条本館を中心

に、いくつかの場所で世界の飢餓に苦しむ人々の為に、また様々な災害の復興の為の募金活動を行っています。 そし

て、この活動を実施し自分自身が参加することにより、日本以外の様々な国のことを知る機会になり、また自分の現在の

生活を振り返ることのできる機会でもあると思います。 
 私もＹＭＣＡに入職し、何度も国際協力募金の活動に参加し、またワイズメンズクラブのＴＯＦ例会に出席し、様々な国や

地域のことを考える時を持ってきました。でも本当にいつもの生活の中で自分自身に生かされているかを考えるとまだま

だ足りない点も多くあるように思います。でも何もしないでいるよりは参加できていることにも価値があるようにも思いま

す。これからも機会があれば参加し、考える時を持てればと思います。 そしてこれらの活動が、自分自身の優しさの一

つになっていければと考えます。  

ワイズの大事な活動資金です、各クラブでしっかりアピール
し、しっかり集めて、しっかり活用いたしましょう。  

第一例会出席 ＢＦポイント スマイル ファンド 献  血
メンバー数 
 (広義会員3名含） 
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トップス新年例会   
藤田 正康 ys

 2011年1月12日ウエスティン比叡の間にて『新年あけおめってやつだ！！半期総会例会例会』が開催され、久しぶりに見
るメンバーの笑顔に心が和む。倉会長のあいさつで身が引き締まる今期の書記も折り返しだ。食事もお正月らしく目にも

鮮やかな盛り付けだ、もちろん味もすてきでした。♫それにつけても和食は熱燗♪クウーー飲みたいぞー！いよいよ本日の
メイン半期総会だ。リング上には会長一任で推挙された議長河原正浩ワイズが登場！ここで総会のゴングが鳴らされ

た！赤コーナーに各委員長、青コーナーに手ぐすねひいてるメンバーたち、、、。軽いジャブの応酬があったが委員長の判

定勝ちか？ここで青コーナーA山ワイズからストレートパンチが繰り出された、「年間の決算報告はより厳しく審議されるの
でよりきっちりとした事業報告を楽しみにしています」笑顔で発言？？ 一筋汗があああ！！ 
 第３号議案次々期会長に牧野ワイズが推挙され全会一致で承認された。東田次期会長、牧野次々期会長の下、トップ

スがどのように成長するか、まだまだ元気にトップスの活動を楽しまなくての思い強く感じた。さあ本日のお楽しみトスファ

ンドの始まりだ、様々な商品がテーブルに山積されている。ファンド委員会(司会高坂委員長、牧野ワイズ)の進行で次々と
商品がセリおとされていく。トスファンドの帝王「亀岡の古物商」の圧倒的な存在感は今年も健在であった、より高値との思

いで他の人をあおり、結局は自分が購入する羽目になるという”独りオークション状態”といういつもの光景！でもトスファ

ンドはこの方がいないと盛り上がりません、感謝です。時間が押せ押せになりメンバースピーチがカットされ残念(新メンバ
ーのスピーチを楽しみにしていたが、次の機会にぜひ)ハッピーバースディ、スマイルタイムと進み、YMCAソングで閉会と
なりました。閉会後はいつもの懇親会に☆なんと飲み放題で￥2,000ですぞ☆参加！ディープな話題で盛り上がり帰途に
つきました。 
おまけです：－2011－私の言葉の宝石は 
 ＜喜ぼうこの人生を！もっと喜んで嬉しがって生きよう！！＞  

クラシックコンサートボランティア   
笠井 俊明 ys

 １月24日 仕事で一番忙しい月曜日の朝からのボランティアはなかなかつらいものがあります。しかし京都部の案内を見
るととてもほっとけないような内容が目に留まった。知的障害者のために京都交響楽団による演奏会が開かれる。そのお

手伝いの要請。場所は京都会館第一ホール。第一ホールといえば２０００人ぐらいは入れる大ホールです。案内には車い

すの介添えだと書いてある。実際には開演前後に車いすで来られる人達（約80名）の為に、4人一組で車いすを担いで階
段を上がたり下がったりする作業。車いすに乗られたままの状態で持つので階段を踏み外しては事故につながる。危険を

伴う作業なので慎重に気を遣う作業となりました。もちろん会場には車いす用の昇降機やＥＶはありますがとても間に合は

ない状況に。ボランティアの人数が十分だったので何とかこなすことが出来て良かったです。ついでにコンサートも楽しま

せていただきました。見ていると障害者の方はたのしい仕様を体いっぱいに表現しているのが印象に残りました。またトッ

プスのサポート先のぐんぐんハウスの仲間も来ていて、思わぬところで交流が出来ました。ワイズメンは25名と少なかった
ですが、貴重な経験と少なからず役に立ったという充実感のあった一日でした。 
当日は障害者団体47団体約1250名の参加（インフルエンザの為100名近い欠席があったそうです）になったとのことです。
トップス参加メンバー 倉会長・ニイヤマ副会長・河原ＥＭＣ主査・笠井の4名でした。  

舞田 智之 ys

 この写真は１２～３年まえの写真です。横の女性は嫁はんです。

（嫁はんは不細工に映ってるしいやや言うてました。）まだ結婚して

いない時です。この頃は２人とも先の事考える暇なんて無かった

し・・・ なんていうなんかの歌詞見たいな頃でした。 
毎日何にも考えず楽しい事最優先やったし今よりも体重は１７～１８

キロぐらい痩せていて、体も言う事ききましたし、嫁はんも言う事聞

いてくれました。所がです！！時が経つというのは人の気持ちと体

型をこんなにも変えるものかと・・・それでも仕事も大変やし、経済情

勢も良くない、このご時世でクラブと家族のおかげで毎日ゲラゲラ

笑って過ごせる事に感謝しています。 
 写真は語るの依頼を受けて、久しぶりにこんな写真を見たのです

が、「あの頃はよかった」とか思わず過ごせている事が本当に良かったと思いました。それでも体重だけはなんとかしよ

うと思いましたケドネ。  
 



 

 

高坂 幸征 ys

 社名を有限会社から株式会社へ変更致しました！ 事業を始めたころ、ちいさなスペースを事務所とし、

床やイスなど使えるスペースはどこでも使い、作業を行うような状態でした。 給料も払えず従業員に迷惑

をかけた事や楽しかった事、全てが良い思い出となっています。 ですが、現在の社員のほとんどが昔の環

境を知らない人ばかりです。 最近では、社内の飲み会やリクリエーションも少なくなって、本来の楽しく

働ける職場とは大きく変わってきている事に

気づきました。 

私は皆の為と考え仕事を増やす事だけに５年

間突っ走ってきましたが、これからの５年間

は従業員が楽しく働き、夢のある会社を築き

上げる事に集中し、創業当時のように社員皆

で夢を語り、朝までお酒を一緒に飲めるよう

な環境をつくる為に、記念日として株式会社

を設立し、毎年１月２１日を私たち皆の朝ま

で飲み会の日として、これからも大騒ぎして

いこうと思っています。 

今回、初めて私は従業員と経営者との距離を

知りました。意外と淋しいものです

ね・・・。そしてワイズの大切さやメンバー

の暖かさも感じました・・・。  

石田 博紀 ys

 生い立ちの自己紹介と言う事で、実家の母に写真を送ってほしいとお願いしましたら、文句を言いなが

らも、写真を止めどなく送ってきたので一部紹介さ せて頂きます。 

一枚目の写真は生まれた当初だと思います？母に聞くと長くなりそうなので自分の記憶を辿って紹介した

いと思 います。 

幼少期、1歳位の時に『川崎病』と言う大病を患ったみたい で、両親はお医者様より『神に祈ってくださ

い』との大胆な宣告を受けたそうです。願いも届いたのか、後遺症も無くすくすくと育ち、父の趣味であ

ったスキーに連れて行ってもらったら一日中はしゃぎ回って帰りの車に乗ったとたんにぐっすり眠り、家 

に着くとまたはしゃぎ出すと言うちょっと横柄性格だったと、30歳を迎えた今でも実家に帰る と言われま

す。 

最後の写真は小学校入学だと思います。小学校から制服だと、ええとこの小学校？とよく言われますが田

舎 は通常です。私服の小学生はテレビでしか見た事ありませんでした。 

送ってもらった写真はここまでですが、中、高校と卒業し建築の専 門学校で京都に来ました。仕事につ

き、苦悩し、挫折して、高坂社長と出会い、写真を撮りよ うになり、未来を切り開く力を教えてもらい、

こうしてトップスのメンバーとしていられるのも、大量に写真を 送ってくれる両親のおかげだと感謝せず

にはいられないのですが、行動が伴わないまだまだ未熟な 自分であります・・ 

   



 先日ある方のお話の中で、以
前にテレビでよく放送されてい
た公共広告機構のメッセージ

「いのちは大切です。いのちを大切に。そんなこと、何千何
万回言われるより“あなたが大切だ”と誰かに言ってもらえ
るだけで生きていける」ということに感銘を受けられたとあ
りました。 
 今日の社会状況を俯瞰(ふかん)し、さまざまな課題をも
つ青少年に思いを寄せる時に、「みんな」に向けたきれい
な言葉だけでなく、「あなたは大切な人です。私にとって、
私たちにとってあなたは大切な宝です」、「あなた自身を大
切にしてください」と私たちが伝えることが大切であると思
います。YMCAの事業やプログラムを通して発信されたそ
のメッセージを受け取った「一人ひとり」は自信を持つて生
きることができます。 これらの伝える思いを持ったリーダ
ーを育て、さまざまな環境設定をして、「すべての一人ひと
り」が「他者への慈愛」と「自分を大切にする自愛」の気持
ちを育むことがYMCAの使命と考えています。  

１.新年度プログラム募集 
子供たちのウエルネスプログラムの新年度募集を行い
ます。ご参加をお待ちしております。受付はお電話に
て受け賜ります。 
スイミングスクール・幼児・少年体育活動 ２月23日
(水)午前10時より 電話075-255-4709 
グローバルアウトドアクラブ ２月23日(水)午前10時
より 電話075-231-4388 
２．春休みスキーのお知らせ 
春休みのスキープログラムの参加者募集中。春の陽気
の中でシュプールをえがきましょう。是非ご参加くだ
さい。 
◆リトルキッズスキー春 小学１年～２年生 ３月26日
(土)朝～30日(水)朝 志賀高原横手山スキー場 
◆小学生スキー 春 小学３年～６年生 ３月26日(土)
朝～30日(水)朝 志賀高原横手山スキー場 
◆中高生スキー春 中学１年～高校３年生 ３月24日
(木)夜～30日(水)朝 志賀高原ジャイアントスキー場 
◆チャレンジスキー春 小学４年～高校３年生 ３月24
日(木)夜～30日(水)朝 志賀高原ジャイアントスキー
場 
※チャレンジスキーは緩斜面での確実なパラレル操作
が出来る方 中・上級者向き 
◆北海道スキーキャンプ 本格的なスキーシーズン!ス
キーといえば憧れの北海道!パウダースノーで広大な
北海道ニセコスキー場で思う存分スキーを楽しみまし
ょう。 
日程 2011年３月22日(火)朝～25日(金)夜３泊４日 
行先 ニセコひらふスキー場(宿泊ニセコ高原ホテル) 
集合・解散 伊丹空港国内線カウンター前 
対象 小学校４年生～高校３年生 YMCAワッペン４以
上(パラレルターンが出来る人以上) 
定員 24名(最少催行人数10名) 
費用 142,000円(YMCA会員以外の方はシーズン会費
2,000円が必要です。) 
費用にはスキーレッスン代・リフト代は含まれます。 
23日と24日の昼食はふくまれません。 
３．春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集中 
カヌー・ヨット・釣りなどのマリンｽﾎﾟｰﾂ、磯観察や
クラフトなどのプログラムの中から、グループ毎に選
択して楽しみます。神戸ＹＭＣＡの子ども達と一緒に
キャンプを過ごします。きっと新しい友達がたくさん
できるでしょう。 
場所 神戸YMCA余島キャンプ場(香川県小豆郡余島) 

日程 ３月26日(土)～３月30日(水)４泊５日 
対象 小学校３年生～高校３年生 定員20名 
費用 54,000円(会員外の方は別途シーズン会費2,000
円が必要となります。） 
４.2010年度卒業生リーダー祝会のお知らせ 
今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしてお
ります。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力と
時間は、明日をつくる子どもたちの大きな糧となった
に違いありません。情熱ある働きに感謝するととも
に、ＹＭＣＡでの経験が今後にいかされることを祈っ
てともに祝いたいと思います。 
日時 ３月13日(日)午後２時～５時30分〔予定〕 
場所 京都ＹＭＣＡ本館マナホール 
５.春休みスイミング・デイキャンプ・鉄棒とび箱が
好きになる教室ご案内 
会員とその兄弟２月３日(木) 午前10時～ 
会員・一般２月３日(木)午後２時～ 
2010年度冬休みのプログラムにご参加いただいたシー
ズン会員の方は10時より受付ます。 
Ａ.春休みスイミングスクール 
期間 ３月25日(金)～30日(水) 連続６日間 
対象 新年中・新年長(平成17年４月２日～平成19年４
月１日生)／新小学1年生～新中学3年生 
場所 京都YMCAウエルネスセンター 室内温水ﾌﾟｰﾙ 
費用 8,000円〔会員外はシーズン会費2,000円必要) 
Ｂ．デイキャンプ 日帰り連続４日間  
◎幼児 たんぽぽ 期間３月28日(月)～31日(木) 
午前９時30分～午後４時30分 
対象 年少・年長(平成16年4月2日～平成19年4月1日
生)定員50名 
費用28,000円(会員外はシーズン会費2,000円必要) 
◎小学生 つくしんぼ 期間３月28日(月)～31日(木) 
午前９時～午後５時 
対象 小学１年～４年生 定員30名 
費用 28,000円〔会員外はシーズン会費2,000円必要) 
Ｃ．鉄棒・とび箱が好きになる教室 連続５日間 
定員各クラス15名  
日時３月25日(金)～29日(火)連続５日間 
対象 Ａクラス 新小学1～４年生 午前９時～10時10分 
Ｂクラス 新幼児年中～小学１年生 午前10時25分～11
時35分 
Ｃクラス 新幼児年中～小学１年生 午後１時～２時10
分 
Ｄクラス 新小学1～４年生 午後２時25分～３時35分 
場所 京都YMCAウエルネスセンター 地下マナホール 
費用 10,000円 (会員外はシーズン会費2,000円必要) 
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