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書書書書 記記記記 ：：：：

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。

苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む

できることから始めましょう。TOF・FF　あなたの献金が命を助けます。

　トップスクラブは、26年度期首に20周年を迎えることになります。この記事が皆さんの目に届いた日から、約1年と6ヶ月後

のことです。「まだまだ先」と思っていますか？ それとも「もう直ぐだ」と思っていますか？ どうでしょうか。私の視点から言う

と、この時点で「まだまだ先」と思っているメンバーが半数以上いるように思います。これは、良い事なのでしょうか、悪い事な

のでしょうか、貴方はどう思われますか？

　トップス5周年は、1999年8月28日に京都ＹＭＣＡリトリートセンターで開催されました。メインは当時メンバーの田畑晴久ワイ

ズ作・演出『踊る突風組、涙之兄弟仁義』サブタイトル『夏の終わりのハーモニー』という記念劇をメンバー総出で上演し、観

客の皆様から拍手喝采を受けたことは13年経った今も脳裏に浮かびます。記念式典では灰谷隅夫西日本区理事（当時）を

迎えての入会式とＤＢＣ締結式、そして記念植樹をさせて頂きましたが、当時の会長と入会者は退会し、ＤＢＣも消滅進行

中、記念樹も見る影なしという状況に、年月の重みや奥深さ厳しさを感じずにはおれません。

　10周年は、2004年8月8日にホテルニューキョウトで開催されました。5周年とは違って、メンバーではなくハワイアンやオー

ルディーズ・マジシャン等々のセミプロ＆プロの出演を得て来場者の皆様に楽しんで頂きました。えッ、｢その時の会長は？｣

って……、安心して下さい。今もメンバーとして君臨されているハイパワーの持ち主、加藤隆司ワイズです。当時は『貴士』っ

て改名されていました。それと、忘れてならないのが5周年・10周年とも実行委員長として絶大な力を発揮して下さった方、皆

さんは誰だと思われますか？ 答えは……トップスの重鎮、笠井俊明ワイズです。『やはり頼りになりますネ』

　さて、20周年にはどうしましょうかね？ 「まだまだ先」と言う方も「もう直ぐだ」と言う方も、そろそろ何をするかを真剣に考え

てみる必要があるのではないかと思います。現在、アンケート第2弾を配布中ですが、この原稿を執筆した12月時点での回

収率は50％でした。多分、この記事が出る頃には高回収率を得て集計が終わり、4月の全体討議会では実行委員長に引継

ぐ貴重な資料が出来上がると確信しています。

　牧野会長の掲げられた『トップス力の集結』。今こそメンバーの力を総動員して20周年を盛り上げ、その後の30・50・100周

年に向けて飛翔躍進して頂きたいと念願してやみません。
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2012年1月9日

ウエスティン都ホテル京都

2013年1月13・14日

ホテルクライトン新大阪

廣田廣田廣田廣田　　　　隆治隆治隆治隆治YYYY''''ssss

日時：

加藤加藤加藤加藤　　　　信一信一信一信一YYYY''''ssss場所：

　いよいよ２０１３年もスタートし、１月９日トップスの半期総会・新年例会がウェスティン都ホテル京都｢比叡の間｣で、

午後７時より開催されました。

まずは牧野会長の開会点鐘、その後ワイズソング、ゲスト紹介と続き牧野会長の新年のあいさつは、アベノミクスと

景気の話を織り交ぜたお話で、元気がわいてきます。

半期総会は定員数４２名出席者３８名で総会は成立し、会長指名の笠井ワイズが議長を務められ議事が進められ

ました。

第１号議案　今年度半期事業報告、第２号議案　今年度半期会計報告、第３号議案　次々期会長（舞田智之）選出

と、スムーズに総会は進み、３議案とも満場一致で無事承認されました。

続いて髙坂次期会長より、みんな興味津々の次期の三役とＹサ委員長の発表です。

副会長（新山兼市、舞田智之）書記（石田博紀、東田吉末）会計（巴山直久、河原祥博）Ｙサ委員長（倉卓也）と次期

もトップスは磐石な布陣で楽しみです。

トスファンドでは田頭ファンド委員長の軽妙な司会で盛り上がり、私も子供のお土産にあられの詰め合わせとクッ

キーを購入させていただきました。（もちろん大喜び！）

今期私は倉さんと一緒に書記をさせていただいているので、前日の夜まで総会でメンバーにお配りする事業報告書

の冊子に不都合がないか内容を確認しつつ準備を行いました。

当たり前のことをキチンと準備する大切さを実感いたしました。

場所：

日時：

　1月13日から14日まで次期役員研修会がホテルクライト

ン新大阪で行われました。去年の次期役員研修会は京都

部事務局長として船木京都部部長のお供として気楽に聞

きに行っていたのですが、今年は次期広報事業主任として

出席しました。去年とは違い1日目に各役員の皆さんの前

で事業方針を発表しないといけないのでとても緊張しまし

た。発表後はほっこりとしました。夕食をまじえ懇親会もあ

り楽しく過ごせました。2日目は各部の部長さんが方針の

発表等がありました。

　次期は広報事業主任として頑張っていますので、次期1

年間はトップスクラブの皆さんのご協力をお願いいたしま

す。
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（広義会員2名含む） 現金 円 1 月 円 1 月現金 円 1 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット 名

コネット 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

今西宏樹

東剛士

献献献献 血血血血

野原

　最近、多くの人との出会いそして勉強させて頂く中で、改めて『即行』・『気づいたらすぐする』と言う事の大切

さを実感しております。

　今までは、これをやっておいた方がよいな！と思っていながら目の前の事に追われて出来なかったり、気づ

いていながらメモを取らなかったために忘れてしまったり、・・・という事がありましたが、『気づいたらすぐする』と

いう事を常に意識し実践する事により、かなり減ったように思います。

　それにより、自分の中で心配、恐れ、怒り、急ぎなどの不安な思いも減ったようにも思います。

　これからも、多くの人との出会いの感謝し、『おかげさまの心』を忘れずにやっていきます。

　トップスの皆様との出合いに感謝します。これからも宜しくお願い致します。
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　この度安田雄策さんの紹介で入会させて頂きました鹿取俊志です。宜しくお願いします。1980年10

月11日生まれで32歳です。現在、八幡市の株式会社サクセスジャパンにて車の販売、修理などをし

ています。趣味はゴルフとお酒です。

　モットーってなると悩むのですが、何をするにしても楽しくやれればと思っています。後、人との繋が

りは年々大事だなと思ってきました。クラブを通じていろんな方と出会い、遊び、新しい経験をできた

らなと思っています。

　至らぬ所はあるかと思いますがこれから宜しくお願い致します。

鹿取俊志

私、舞田の流儀は良くも悪くも楽観的に考える事です。

幼いころは、考えすぎて一歩踏み出せずにいて消極的になりすぎたのですがいつの頃からか、もう少し楽に考

えようと思うようにしました。

そのおかげで失敗する事も多々ありますが、たくさんの人々や出来事に出合えて本当に良かったと思っていま

す。

舞田智之

　山下大輔君の紹介で、クリスマス例会から入会させていただきました出口晋吾です。

乙女座、B型、左利きでロマンチストの天才肌だと思っています（笑）

　みなさんの楽しい雰囲気に新しい自分を見つけられると思い入会を決めました。

これからY’Sを理解し、頑張っていきますので皆様、宜しくお願いいたします。

出口晋吾

　東YSと幡山YSの紹介で入会させて頂きました株式会社イヅミ消火器の今西宏樹といいます。昭和

54年8月30日生まれの33歳です。モットーは常に感謝の心を持つことです。特にありがとうと言葉にし

て言うようにしています。まだ少ししか出席してませんがとても楽しいので毎回楽しみにしています。こ

れからクラブを通して成長していけたらと思っていますので、今後とも宜しくお願い致します。

　どうもこんにちは。今回「私の流儀」を書かせていただくことになったのですが、私には皆さんにお話できるよう

な立派な信念・信条はまだ持ち合わせておりません。ですが、中にはこういう人間がいてもいいかと思って頂け

たらと、恥を忍んで書かせていただきます。

　私が仕事において常に心がけていることは、素直に生きるということです。

　これはお客さんや仕事仲間に対して嘘をつかないということであったり、わからないことがあれば、教えてもら

うという気持ちを持ってどんな些細なことでも聞いたりすることなどです。また、以前のブリテンで巴山Y‘sも書か

れていたことですが、初対面の人に対して疑いから入ることなくとにかく一度信じて仲間になろうとする気持ち

から入る、といったことも心がけています。

心がけというよりは、もしかしたら元々の性格からくるものが強いのかもしれませんが、日々をトラブルなく穏や

かに過ごしていけたらと思っています。

　Y`sメンバーみなさんのような最前線の経営者集団のイメージからは程遠いと思いますが、人生を楽しむという

方向性でこれからもみなさんとご一緒にいろいろな体験をやっていけたらと思いますのでよろしくお願いしま

す。
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私の流儀：船木ＹＳ

通常例会：石飛ＹＳ 　　　　：新山兼司ＹＳ

３月号 私の流儀：河原正ＹＳ

TOF例会：山下ＹＳ 　　　　：徳桝ＹＳ

ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ：笠井ＹＳ 　　　　：小林ＹＳ

ヘッド：田頭ＹＳ

ヘッド：森田ＹＳ

４月号

　　　　：渡部ＹＳリーダー祝会：千賀ＹＳ

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

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２０日(水)　午前１０時より     電話０

７５－２５５－４７０９

    グローバルアウトドアクラブ   　２月２０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。

コース名　 対象　 日程　 行き先

リトルキッズスキー春 小学１年～２年生 　３月２６日(火)朝～３０日(土)

朝 志賀高原高天ヶ原スキー場

小学生スキー 春 小学３年～６年生 ３月２６日(火)朝～３０日(土)朝 志

志賀高原高天ヶ原スキー場

中高生スキー春 中学１年～高校３年生 ３月２４日(日)夜～３０日(土)朝

志賀高原高天ヶ原スキー場

チャレンジスキー春 小学４年～高校３年生 ３月２４日(日)夜～３０日

(土)朝 志賀高原高天ヶ原スキー場

※ 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

次期役員研修会：髙坂ＹＳ

ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ：出席者に

７.第10回　発達障がい児理解セミナー　～発達障がいの子ども

を社会とつなぐために～

　日　時　　３月９日(土)　午後２時～４時３０分（受付午後１時４０

分～）

場　所　　京都市中京区青少年活動センター　３階大会議室　(中

京区東洞院通六角下ル御射山町262)

　内　容　　講演「発達障がい児の思春期と性」

Ⅰ.総論　講師　小谷裕実氏（花園大学社会福祉学部　臨床心理

学科教授・小児科医）

Ⅱ.学校での実践　　講師　公原恵理子(大阪ＹＭＣＡ国際専門学

校高等課程　表現・コミュニケーション学科性教育担当スタッフ)

Ⅲ.家庭での対応　　講師　木村厚美氏(女子高校生保護者)

　　　　　　　　　　　　　　　　　山田伸子氏(男子高校生保護者)

　参加費　　１，５００円　　　　※当日受付にてお支払いください。

　定　員　　８０名（先着順受付・定員になり次第締め切らせて頂

きます。）

８.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７３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　　２月１６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(お茶代等)

お申し込みは　下記お電話又は　vb@kyotoymca.or.jp

①～⑥C  ⑦ ⑧に関するお問い合わせ・お申込みは　　　　電話

(０７５)２３１－４３８８

①⑥ABに関するお問い合わせ・お申込みは　　　　　　電話(０７

５)２５５－４７０９

４.２０１２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１０日(日)

場所　京都ＹＭＣＡ　三条本館マナホール

５.創立１２４年会員集会

日時　２月９日(土)　　午後６時～８時３０分

場所　京都ＹＭＣＡ 三条本館　地階　マナホール

内容　第１部　創立記念感謝礼拝

　　　　第２部　　「若者が育ち、関係性豊かな　コミュニティを目指して」

講師　西村仁志氏(広島修道大学人間関係学部准教授)

３.春休み小豆島少年少女キャンプ参加者募集

　会員・会友優先　　２月１３日(水)　午前１０時～　２月１３日のみＦＡＸ、

Ｅ－Ｍａｉｌでもお申込みいただけます。

　　　ＦＡＸ　075-251-0970　　Ｅ－Ｍａｉｌ　ｃａｍｐｍｏｕｓｈｉｋｏｍｉ＠ｋｙｏｔｏｙ

ｍｃａ．ｏｒ．ｊｐ

2012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。

　会員・会友・一般　　　２月１４日(木)　午前１０時～

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)

Ａ　　　日程　　　３月２６日（火）～３月２９日（金）　３泊４日

対象　　　小学校３～６年生〔2012年度〕  　定員２０名

費用 　　小学生49,500円

(会員以外の方は申し込み時にシーズン（臨時）会費1，500円が必要で

す。)

Ｂ　　　　日程　　　３月２９日（金）～４月２日（火）　４泊５日

対象　　　小学校３年生～高校３年生〔2012年度〕  　定員２０名

費用 　　小学生54,500円・中高生57,500円

(会員以外の方は申し込み時にシーズン（臨時）会費２，０００円が必要

です。)

６.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

お申込み　受付   会員・会友　２月７日（木）  午前１０時～    会

員・会友・一般２月７日(木)午後２時～

      2012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(月)～３０日(土)  連続６日間

対象  新年中・新年長(平成19年４月２日～平成21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三条  室内温水ﾌﾟｰﾙ

費用  １０,５００円〔会員外の方はシーズン（臨時）会費１,５００円

が必要です。)

Ｂ.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(月)～２９日(金)    連続５日間

対象　　　Ａクラス　　新小学1年生～４年生　　　午前９時～１０時

１５分

Ｂクラス　　新幼児年中～小学１年生　　　　午前１０時３０分～１

１時４５分

Ｃクラス　　新幼児年中～小学１年生　　　午後１時～２時１５分

Ｄクラス　　新小学1年生～４年生　　　午後２時３０分～３時４５分

　場所  京都ＹＭＣＡウエルネスセンター三条　地階マナホール

  費用  １０，５００円  (会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００

円が必要です。)

Ｃ.デイキャンプ   日帰り連続５日間

◎幼児　たんぽぽ   期間　３月２５日(月)～２９日(金)　　午前９時

３０分～午後４時３０分

   対象  年少～年長(平成18年4月2日～平成21年4月1日生)

定員３０名

   費用 　３５，５００円(会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００

円が必要です。)

◎小学生　つくしんぼ　 期間　３月２５日(月)～２９日(金)　　午前

９時～午後５時

   対象  小学１年～４年生　　定員３０名

   費用 ３５，５０００円（会員外の方はシーズン(臨時)会費１,５００

円が必要です。)


