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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。

京都部部会実行委員長京都部部会実行委員長京都部部会実行委員長京都部部会実行委員長　　　　新山兼司新山兼司新山兼司新山兼司

悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵が与えられるように、その人

を造り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。

世界につながる、世界をつなげるブラザーフッド基金（ＢＦ）。使用済み切手収

集から始まる国際交流の輪。あなたの貢献で世界のワイズはつながる。

第第第第１７１７１７１７回京都部部会回京都部部会回京都部部会回京都部部会をををを終終終終えてえてえてえて

　２０１２年９月９日第１７回京都部部会のホストクラブを担当し、無事成功裡に終えることが出来ました。それは、メ

ンバーの皆様、メネットの皆様、残念ながら都合で参加出来なかったメンバー・メネットの皆様も含めホストを担当す

る全員の気持ちが一つになった事が、成功裡に終える事が出来た要因だと思っています。私は部会実行委員長を

２年前に立候補をしました。ある思いがあったからです。一つ目は、５年前私が京都部部長の時にトップスクラブが

初めて京都部部会ホストを担当する事で、メンバー・メネットの皆様が一生懸命して頂いている姿を見て、次にトップ

スクラブから京都部部長を輩出する時は、自分が部会実行委員長を引き受け、多いに働く決意を持っていたからで

す。

　二つ目は、私は会員歴３１年になりますが、パレスクラブに入会し、キャピタルクラブにキーメンバーとして移籍し、

そしてトップスクラブにキーメンバーとして移籍しました。ひたすらワイズダム発展の為に前しか向いていませんでし

た。先輩から引き継いでいるものを次に伝えていく大きな役割があることに気付いたからです。それは奉仕クラブに

は様々な奉仕の事業や活動がありますが、部会のホストを担当することも、ものすごく大きな奉仕事業の一つであ

ります。それは、メンバー・メネット・全員で行い、そのエネルギーが一つにならないと成功しないからです。どの奉仕

事業であれ、メンバー間同志の親睦のエネルギーが一つにならないと駄目です。先輩から引き継いだ奉仕とは！

奉仕の心！奉仕の実践！を伝えていきたい思いがあったからです。三つ目は、トップスクラブはメンバー４０名いま

すが、会員歴６年未満の方が約半分おられます。クラブに入会する決意をされた方だからこそ、良い面を引き出す

ことも古参メンバーの役割です。今回の部会実行委員のメンバーには、会員歴１年．２年の方も多くおられ、すごい

活躍ぶりでした。部会実行委員の方には大変感謝しています。今回の京都部部会を担当したことにより、我クラブ

が更なる飛躍をして頂く思いがあったからです。最後になりますが、京都部ワイズメンの皆様、西日本区ワイズメン

の皆様から多くのご参加をして頂き、部会を盛り上げて頂きましたことに感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。
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2012年9月5日

ウエスティン都ホテル京都

2012年9月9日

ウエスティン都ホテル京都

日時：

　平成２４年９月９日（日曜日）ウェスティン都ホテル京都 瑞穂の間に於いて、京都トップスワイズメンズクラブがホスト

を務める京都部部会 ≪心ひとつに≫ が開催され、様々な意味での感動、感激、感謝、と紛れもなく感銘を受けて無

事閉会となりました。

　新山実行委員長が率いる実行委員会メンバーが、１４か月もの歳月をかけて企画された部会、第１部ではオープニ

ング～バナーセレモニーで時間が短くなり余裕の閉会点鐘となりました。第２部では、嘉門達夫さんの「元気が出るラ

イブ」事前にいただいていた演奏内容とは異なり、控え室でワイズメンが日頃行っている「ボランティア活動」等をお伝

えすると、その活動を称える選曲に替わっていました。第３部の「素人名人会」では、各クラブのワイズメンが特別な日

のために様々な演出を披露してくださいました。

　中でも、我が京都トップスワイズメンズクラブの「ボディパフォーマンス」は、８月２８日に行われた、最後の実行委員

会打ち合わせ中に、巴山ワイズがトイレへ行っている間に急遽決定しました。（牧野会長の「それやろう！と鶴の一

声」）慌てた加藤ワイズは早速日焼けサロンへ直行！まさか？の巴山ワイズはアタフタ！幡山ワイズは結構やる気！

そんなこんなで加藤ワイズの自宅で猛練習！その秘蔵写真がこちらです。加藤ワイズは本番直前の舞台袖で腕立て

伏せを数回する程の気合いでした。開催時間も押せ押せとなり大変な終盤でしたが、とても素晴らしい部会だと思いま

した。部会実行委員の皆さん、京都トップスワイズメンの皆さん、本当にお疲れ様でした。

岡田祐治岡田祐治岡田祐治岡田祐治YYYY''''ssss

野原裕隆野原裕隆野原裕隆野原裕隆YYYY''''ssss場所：

日時：

場所：

　9月5日京都部部会リハーサル例会が開催されました。

　今回の例会は、9月9日（日）に開催される京都部部会の直前という事もあり、部会で、司会を担当していただく前田

彩名さんを含め、部会にご協力いただけるメネットの方もご参加され華やかな例会になりました。

　今回の例会は、木村亘宏ワイズの子供さんの誕生祝い・九州への支援金募金のご案内・先日水害にあったリトセン

でのワークについて、そして献血活動での10000㏄目標など、各委員の方から盛り沢山のご報告があり、食事を早め

に切り上げ、京都部部会が開かれる本会場でのリハーサルが行われました。４５０名のお客様をお迎えしての京都部

部会にふさわしい広く立派な会場にビックリです。

　オープニングで流されるインパクトのあるDVDを初めて見させて頂き更にビックリ、牧野会長の今期主題である『トッ

プス力の結集』にふさわしい立派な京都部部会になると確信致しました。

　新山実行委員長をはじめ、実行委員の皆さんのご苦労を実感し、心から感謝！感謝！です。　本当にご苦労様でし

た。

いよいよ　９月９日(日)　京都部部会　トップス力の見せ場です。・・・ガンバ！！
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　私の流儀といっても、そんなに奥深いものではございませんが自分では、仕事、プライベートに関しても率直、

素直、正直をモットーに生きて行っている次第です。自分で言うのもなんなんですが、バカ正直といいますか奥

深く考えて無いというのか後で後悔する事が度々あります。でも、素直さモットーにこれからも人生勉強しながら

頑張って行きたいと思っております。

　トップスのメンバーの人達にも色々勉強させて頂きたく思っております！

　宜しくです！！！

73,000

藤田正康

　この世に生を受けて六十四年節々で仕事のやり方、人との接し方等それぞれ変わってきました、ただベーシッ

クな気持ちは今でも変わらないように思います。

　それは“愛”です！いやな事や気の合わない人もいます又いました。河原正浩会長期の標語「いい所を見つけ

よう」は何かある度に頭に浮かんできます、“愛”を持ってその事象のいい所、素敵な事、やりがいをみつけて自

分の思いに広げていくのです。老いは確実に迫ってきますが“愛”をベースにこれからも老いを楽しんで(自分の

都合に合わせてボケたふり、若さを強調したりと使いわけ)毎日を暮したいと思います。

渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫YYYY''''ssss場所：

　秋晴れの　９月２日秋季リトリートセンターのワークが行われなした。僕は何も作業は出来ませんが「枯れ木も山の賑わい」で参

加させて頂きました。

　８月の京都府南部の大雨　大水害で大変な被害を受け　行かれない状態いのリトセンでしたが、８月１８日、１９日の２日　ワイ

ズメン、リーダーОＢ、リーダー、会員、４９名のご奉仕と業者の方々のご協力によってほぼもと通りに復旧されていました、トップ

スクラブが草刈りを担当している斜面が土砂崩れでまだそのままに成っていましたので後日トップスクラブで修復する事に成ると

思います。

　２日のワークでは斜面の草刈りをいたしました、今回のトップスの参加者は２２名で特に新しいメンバーの方が多く参加して頂き

若い力を借りて午前中で草刈りも　刈り取った草もすべてかたずけ　宿泊棟への階段の植木の手入れもし階段の草も引き抜いて

凄くきれいになりました。今日のお昼ご飯はキャピラルクラブさんのプロの味インド料理ケララのオーナー自から作って頂いた

「スープカレー男の味」　おいしカレーを食べさせて頂きました　御馳走さまでした。家内も参加しましたがワークが出来ないので

キャピタルさんと一緒に厨房でお手伝いをしていました。

　今日のワークが会長主題の「トップス力の結集」メンバー皆が一丸となって無駄のない働きで早く綺麗になり　清々しい気持ちで

リトセンを後にしました。

　参加者　東　剛士　新山兼司　石田博紀　笠井俊明　河原祥博　木村亘宏　倉卓也　高坂幸征　小林郁佳　清水寿和　千賀俊

男　巴山直久　東田吉末　廣田隆治　船木順司　舞田智之　牧野篤文　宮尾勝己　幡山章浩　安田雄策　渡部與志夫　渡部美代

子　　敬称略　以上２２名の参加　協力お疲れ様でした　皆さん今日はいい汗かきましたね。

田頭邦彦

　一言で言えば「我（オレ）流」でしょうか。他人の真似をし、良いところを盗み出来上がったのが今の私、現在進

行形。何かと拘りを持ち続け、他人と同じを嫌います。貧しかった幼少時代、日本一を勝ち取った学生時代、波

乱万丈の社会人、こんな過去があったから今の私があるのかも？執着心ありです、他人に負けることを嫌いま

す、あらゆることを数字に置き換えて計算してしまいます、他人が悪いと思わず己が悪いと常に思い込みます、こ

んな私ですがこれからも、「我（オレ）流」を貫き通します。あしからず・・・「勝って振り返るのが反省、負けて振り返

るのは言い訳」

日時：



2012年8月25日

ホテルニューオウミ

Yサアワー例会：徳桝ＹＳ 地域奉仕献金解読例会

交流懇談会：加藤隆司ＹＳ ：小林ＹＳ

ワイズデー：未定

私の流儀：宮尾ＹＳ 私の流儀：倉ＹＳ

　　　　：牧野ＹＳ 　　　　：加藤信一ＹＳ

　　　　：岩田ＹＳ

１２月号

ヘッド：千賀ＹＳ

　　　　：西浦ＹＳ

　8月25日ホテルニューオウミにてびわこ部会が開催されました。今期西日本区のトップを切る注目の部会です。参加者200名以

上と盛大になりました。最初に会場が暗くなりびわこ西願寺の金森住職による琵琶説教で会が始まりました。「エッ！お坊さんの

話！」と少し意外でしたが、住職はまだ齢も若く軽快な話振りです。彼は僧職系（ソウショクケイ）だそうです。お題は平家物語の

「熊谷発心」という有名な話です。琵琶の音色と何とも優しい語りで平家物語の名場面を堪能しました。そのあとの話がまたよかっ

た。この東北大震災津波で家族を亡くし墓も寺も流された中学生がいました。関西への修学旅行を利用し友人達と家族のお骨を

納めてくれる寺を探しつづけたが引き受けてくれる寺はなかった。その中学生達は旅行最終日に金森住職と会い、住職がその願

いを引受けたとの話が感動的で涙を誘いました。住職は何事も縁（えにし）を大切に生きてく事が大切であると説かれた。

　そしていよいよバナーセレモニーが始まりました。すると入口から何か調子のよい音が流れてきました。江州音頭です。「ええ～

み～な～さま 」で始まり「♪あ、こりゃどっこいせ～」会場は皆、手拍子となります。まさしく夏祭りに合わせてのびわこ７クラブ入場

となりました。井之上温代びわこ部長の挨拶も「ドーヤースゴイヤロー」と得意の顔に見えてきます。そして懇親会の最後にはまた

また江州音頭です。今度は全員立ち上り輪になって踊り出します。「あ～よいやさあ～のせの～どっこいさあ～のせい」「♪あ、こ

りゃどっこいせ～」と夏祭りのクライマックスとなりました。そのあとはお決まりのびわこ周遊歌を皆で歌いワイズの輪（和）が完成

です。

最後に私事ですが今期RBM（ロールバックサラリア）運動のアピールの為9部の部会全て回る予定をしています。今回のびわこ部

会は楽しませていただきました。　「エンヤコラセドッコイセ　ソリャソリャ」と口ずさみながら帰途につきました。

参加者　アラヤマ　石田　加藤（信）ニイヤマ　廣田　船木　渡部夫妻　笠井　敬称略

日時：

場所： 笠井俊明笠井俊明笠井俊明笠井俊明YYYY''''ssss

１１月号

４.リトリートセンターオータムフェスタ

　森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の雑踏

を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽しみください。

子どもも大人も楽しめるゲームや催しもあります。

　　日時　１１月２５日(日)

　　場所　京都ＹＭＣＡリトリートセンター　電話(０７７４)２４－

３８３８

　　入場料　チケットをお求めください。大人(中学生以上)

２，０００円・小学生１，０００円・幼児無料

　　チケットのお求め・お問い合わせは　京都ＹＭＣＡ　　電

話(０７５)２３１－４３８８まで

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

３．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

　毎年１１月第２週は、世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週とし

て、同じ日に全世界に広がる両団体で熱い祈りがささげら

れます。京都ＹＭＣＡでは、今年も昨年につづいてＹＷＣＡと

合同でテーマに添った課題をとり上げ共に考える会をもち

ます。

　２０１２年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ

「暴力に勝利はない-人権と尊厳の尊重を目指して」

　

　２０１２年京都ＹＭＣＡ・京都ＹＷＣＡ合同企画プログラム

テーマ「未定」

　

　講　師： 未定

　日　時：１１月１７日（土）　午後６時～

　場　所：京都ＹＷＣＡ(上京区室町通出水上ル)

　参加費:５００円(軽食付)

お申込・お問合せ　電話(０７５)２３１－４３８８

５.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69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　２０１２年１０月２０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)

　　　　　　お申込は　京都ＹＭＣＡ　電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ：未定

ヘッド：清水ＹＳ

ぐんぐん秋祭り：森田ＹＳ

ｴｲｽﾞ文化ﾌｫｰﾗﾑ：未定

１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン

今年も１０月１日～１１月末の期間を京都ＹＭＣＡ国際協力キャン

ペーンとして国際協力募金を行います。  例会にて募金袋を配ら

せていただきます。どうか皆様方の暖かな心をお待ちしておりま

す。

    　　　キャンペーン期間  １０月１日～１１月３０日

国際協力街頭募金協力のお願い

さて、今年も下記のとおり「国際協力街頭募金」を実施いたしま

す。つきましては貴クラブにおかれましても、メンバーの方々への

呼びかけ等積極的にご協力をいただければ幸いです。

　　　　　日　時　　２０１２年１１月４日（日）

２．ウインタープログラム受付開始

  今年も最高の冬をＹＭＣＡですごしませんか。  スキーキャンプ、

デイキャンプ、鉄棒・とびばこが好きになる教室を開きます。お友

達をお誘いのうえ、ぜひご参加ください。

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

  受 付    ◎会員優先  １１月７日（水）～８日（木）   午前１０時～

午後６時

  お電話にて受け付けます。※日曜日除く　　電話(０７５)２３１－４

３８８

  期間中Ｅメール・ＦＡＸでも受け付けます。（２４時間）

  E－ｍａｉｌ  campmoushikomi＠kyotoymca．ｏr．ｊｐ

  FAX  （０７５）２５１－０９７０

  詳しくは   http：//www.kyotoymca.or.jp  をご覧ください。

  １１月９日(金)午前10時から一般の方の受付を開始します。

　９日からはお電話のみの受付となります。

<鉄棒・とびばこが好きなる教室>    会員優先受付

　受付  ◎ 会     員  １１月８日（木)　  午前１０時より

          ◎ 会員・一般  １１月８日（木）　　 午後２時より

  お申込み・お問い合わせは  ウエルネスセンター  三条  ６階  電

話（０７５）２５５－４７０９  まで


