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EMC-M

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

乾いたパンの一片しかなくとも平安があればいけにえの肉で家を満たして争うよりよ

い。

EMC のM はMembership。会議や奉仕など、どんな活動にも会員間の交流と親睦を

図る工夫をして、ワイズライフを楽しみながら関係性を強めましょう。

今期、Yサ委員長を牧野会長から拝命した時、最初に思ったことは「メンバー数が以前とは違う」との思いでした。

　河原正浩会長の時、我がトップスクラブのメンバー数は歴史的な最少１４名でクラブの存在自体が問われる危

機的な状況でした。しかし、気学では「陰極まって陽となる」と考え、つまり最低状態なら後は良くなる、当然「陽」

に向うしかないので、「陰」を最高と考えるのです。逆に、おみくじで大吉は満月で陽ですから、後は落ちて行く、欠

けるしか無いのです。

　本当に「凶」は陰の極みなので陽に向うため希望がいっぱいです。この様に気学では今、目に見える場だけで

は無く、その変化、時間も考慮するのです。（受け売りですが・・・）

　この最低の極陰で持ちこたえた事はトップスクラブ的には非常に大きく、その次の会長、つまり私は非常に楽を

させていただき、その後徐々にメンバー数も増加し（特に最近は顕著ですが）現在に至っています。ありがたい事

です。

　さて、ワイズメンズクラブはYMCAの活動を支えるために存在し、そしてそこから多くのボランティア活動等が派

生してきました。それぞれの派生した事業には意味があり、歴史がありますが、Yサ事業はワイズメンズクラブの

特色で有り、幹の役割を果たしています。

　今期は役員会の承認を得て、例年より早く、YMCAの活動を知っていただくためリーダー6名を招きYサアワーを

10月に開催しました。このことにより新しいメンバーには一定のYサ事業への意識を持っていただけたかと思いま

す。しかしまだまだ後半が有りますので、この基本を忘れず事業をしっかりと勤めて行きたいと思っています。

　従って、メンバーの皆様には何かとお忙しいと思いますが、これからもYサ事業に参加ご協力を宜しくお願いい

たします。
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2012年11月14日

ウエスティン都ホテル京都

2012年10月26～28日

京都

　１０月２６日～１０月２８日にＩＢＣ交流会が行われました。トップスクラブは、韓国の釜山西面クラブと年に１度の交

流を行っております。

　来日初日の１９：００より懇親会が開催されました。懇親会では、ＩＢＣ先を模索されておられる長浜クラブの寺倉

様、沢田様、松岡様、松井様、渡壁様の５名も参加していただきました。

　歓迎挨拶・西面クラブ御挨拶及びメンバー紹介に続いて、京都部部会ＤＶＤの放映・長浜クラブより参加メンバー紹

介及びクラブ紹介の映像放映・乾杯の後、歓談の時間を参加者全員で大いに楽しみました。

　トップスクラブ・西面クラブ・長浜クラブの３クラブでのトライアングルが形成されていくのではと、予感させる夜に

なったのではないでしょうか。歓談では、我がトップスクラブのお祭り男こと、加藤隆司さんがボディーパフォマンスを

披露、気が付くと何の流れか牧野会長と私も同じく披露する事になっていました。

　翌日もしょうざんでの昼食・きららの湯・清風荘宿泊と大いに交流を行われたとの事です。

　最終日には、なんとマイクロバスがオーバーヒートするというトラブルまで発生したようですが、何とか無事に送り

届ける事ができたとの事です。（いろいろありますね）

　時期や予算を含め、いろいろな課題のある中、いろんなアイディアを持って、交流会に取り組まれたメンバー（加藤

隆司交流委員長、交流委員や会長をはじめ三役）さんにおかれましては、本当にお疲れさまでした。

　又、積極的に参加いただけたメネットさん、ありがとうございました。

　皆様、こんにちは～　トップスの小林です。 かなり久しぶりのブリテンに緊張します

　先日のロールバック  マラリア例会で私が感じた事

　ハマダラ蚊という蚊に刺され、感染しアフリカの子供達が４５秒に１人が亡くなっているという現実を知り本当に驚き

ました。

　１人８００円の寄付でマラリアキット１組が購入出来ると知り  一人でも多くの人に広め、理解して頂き  １組でも多く

のマラリアキットを送りたいという気持ちになりました。

笠井Y'sのプロジェクターで画像を見ながらのご説明でとても解りやすく、認識、勉強させて頂きました。

　普段は聞き慣れないY's用語のCS   TOF   FF  UGP   RBM  などなど勉強させて頂き入会５年目でやっと覚えなく

ちゃダメだなぁ～って反省しました…

笠井Y'sのご活躍、ご活動に心より感謝申上げます！有難うございますm(__)m　またゲストの今西さん   鹿取さん

宮脇さん有り難うございました!!

　２次会はホテルの２階のアクアブルーで乾杯！　料金はいつもと同じなのに、おつまみが豪華になっておお皿に盛

られ、八木Y'sが喜んでおられました！

　３次会に三上へ９名の方々にお越し頂き有難うございましたm(__)m

新しいゲストさんが増えメンバーさんが増えていくのが本当に楽しく嬉しく思います!!

　牧野会長率いるトップスのメンバーでいることと 参加する事に喜びを感じている今日この頃…

　2５日のオータムフェスタ待ち遠しぃ～ 　皆様、宜しくお願い致します!!

日時：
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日時：

場所： 巴山巴山巴山巴山　　　　直久直久直久直久YYYY''''ssss



2012年11月8日

京・泰山木

西浦　功Y's　選

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

ゲスト 名

メネット 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

0

　皆様こんにちは。今期EMC委員長をさせて頂くにあたり、私自身が感じていた、ゲストさんが唐突に通常例会に参

加するには抵抗があるのではないだろうか？という問題の解決に、もっと気軽に、もっと楽しく参加出来る場所とし

て、メンバーミーティングという形で、食事会を開催することに致しました。そこで11月8日に行った第一回のメンバー

ミーティングの報告を致します。　委員会開催日に合 わせての開催とし、委員は全員参加を基本に、クラブメンバー

も多数参加して下さいました。

　今回、ゲストは12月に入会予定の今西さんがご出席。

　内容としては、加藤隆司ワイズにトップスクラブとは何かという話をして頂き、後半は気軽に、楽しくの考え通りに和

気あいあいとした時間を過ごすことが出来ました。このメンバーミーティングが、直接ゲストさんに大きな影響をもた

らしたかどうかは未知数ですが、この会を行ったことで、個人的にゲストの今西さんとの距離が縮まったのではない

かと実感しております。

　今期は2ヶ月に1度の予定で考えておりますが、続けていく中で、ゲストの数が増えたり、それを足がかりに入会者

も増えていく。そんなミーティングになっていけばメンバー同士の交流も深まり、クラブとしての活動もさらに活気ある

ものになるのではないかと思います。

　今後も開催していきますので、メンバーの皆さんのご参加も、ゲストさんへの声掛けもご協力お願い致します。

もったいないの意識を高めて　　みんなで地球を守りましょう

　「私の流儀」になるのでしょうか。人との出会いを大切にしています。特にワイズメンズクラブに入ってからはそ

う思うようになってきました。異業種の方との交流がやはり重要でいろんな考え方をされているので勉強になり、

刺激になります。

　次期は西日本区広報事業主任をさせていただきますが、それによりもっと人との出会いが多くなるので楽し

みでもあります。次期ではメンバーの皆さんのご協力・ご支援をお願いします。

　最近、『ジョギング』にハマってます。と言っても、まだ始めて半年ほどですが…

　はじめは3kmを走るのが精いっぱいでしたが、今では10kmを１時間ほどで走れるようになってきました。長い

距離を走るにはペースが大切です。

　飛ばしすぎはバテてくるしノロノロや歩きは次に走るときになかなか走り出せません。慣れてくると自分のペー

スがわかってきます。そして『ジョギング』が習慣になってくるとペース自体が少しずつ上ってきます。余裕を

持って走ることが出来るようになります。

　平坦なコースばかりではありません、上りもあれば下りもあります。大きく見て全体的に平均的に自分のペー

スであればよいのです。そうすれば、長く走り続けることが出来ます。5kmや10kmと目標を決めていればそれに

向かって突っ走れます。どこまでと決めずに少しでも長く走り続けようとするとペースが大切とわかりました。

　『ジョギング』をやめる時、走るのをやめる時は自分が定めていた目標を走りきった時か、もうこれ以上走らなく

てもいいくらい満足できた時のどちらかです。

　この先、どこまで走れるかな…。とりあえず、行けるとこまで走ってみよう。

　んっ…？　『ジョギング』と『クラブ活動』って似てるな…。（笑）

西浦功

　人生において自分にはいつも厳しくあれ。そして人にはいつも限りなく優しくあれ。

　私が中２年生の時、国語の先生から一冊の文庫本をもらいました。その本に挟まれたしおりに書かれていた

言葉です。その言葉に感銘をうけ、日々、努力してまいりましたが、いまだ志半ばです。もう一度あの頃の気持

ちをもって頑張っていこうと思います。

日時：
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2012年11月3・4日 写真提供写真提供写真提供写真提供

クリスマス例会：木村ＹＳ 半期総会例会：廣田ＹＳ

ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ：西浦ＹＳ 私の流儀：東ＹＳ

　　　　：野原ＹＳ

私の流儀：石田ＹＳ

　　　　：乙坂ＹＳ

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

１月号 ２月号

渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫YYYY''''ssss

ヘッド：牧野会長 ヘッド：乙坂ＹＳ

日時：

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７１ 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１２月１５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)

　　申し込み　下記お電話又は　vb@kyotoymca.or.jp

　　　　：安田ＹＳ

　　　　：舞田ＹＳ

２．市民クリスマス

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一

般の方もご参加できます。ご家族、お友達で是非ご参加くださ

い。

 クリスマス礼拝・キャロリング

日時  12月21日(金)

礼拝・キャロリング　午後１９時～２１時解散予定

　　　　　礼拝・奨励　　篠澤　俊一郎　牧師(日本ナザレン教団花

園キリスト教会)

場所  三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリン

グ

ロビーコンサート

12月17日(月)～21日(金)　場所　京都ＹＭＣＡ三条本館１階

 １７日（月）歌と演奏　光の音符　　午後６時～７時30分

 １８日（火）男声合唱　 午後６時30分～７時20分

 １９日（水）美しいクリスマスの歌

  アウトドアクラブリーダークワイアー  午後６時30分～７時30分

 ２０日（木）ゴスペルミュージック　Vocal Unit Joy 　午後７時～８

時

 ２１日（金）ハンドベル演奏

　 ノートルダム女子大学ハンドベルクラブ　 午後６時30分～７時

４．スキーキャンプ参加者募集中！

会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費1，

500円(ファミリーは4，000円)が必要です。

Ａ．スキーだいSuki　初心者～中級者向き　対象　小学１～

６年生

日程 　２月８日（金）夕～１１日（月・祝）夕 　　３泊４日(３泊

９食)

定員　７０名（最少催行人数２５名）

行先　今庄365スキー場（福井県）

宿泊　今庄サイクリングターミナル

費用　４９,８００円（内申込金９,０００円）

Ｂ．リトルキッズスキー春      初心者～中級者向き　対象

小学１～２年生

日程 ３月２６日（火）朝～３０日（土）朝　４泊５日（４泊１１食

うち車中１泊）

定員　６０名（最少催行人数２５名）

行先　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６５,０００円（内申込金１０,０００円）

Ｃ．小学生スキー春   初心者～中級者向き　対象　小学３

～６年生

日程 ３月２６日（火）朝～３０日（土）朝　　　４泊５日（４泊１

１食うち車中１泊）

定員　６０名（最少催行人数２５名）

行先　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６５,０００円（内申込金１０,０００円）

Ｄ．中高生スキー春　初心者～中級者向き　対象　中学１

年～高校３年生

日程　３月２４日（日）夜～３０日（土）朝　６泊７日（６泊１０

食、うち車中２泊）

定員　３０名（最少催行人数１５名）

行先　志賀高原天ケ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６９，５００円（内申込金　１０，０００円）　※昼食費は

含みません。

Ｅ.チャレンジスキー春　中～上級者向き　対象　小学４年

～高校３年生

YMCAワッペンテスト５取得または緩斜面でのパラレルター

ンができる方対象となります

日程　３月２４日（日）夜～３０日（土）朝　　６泊７日（６泊１０

食、うち車中２泊）

定員　２５名（最少催行人数１０名）

行先　志賀高原天ケ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６９，５００円（内申込金１０，０００円）　※昼食費は

含みません。

１.クリスマス献金受付中

　クリスマス献金への、ご協力よろしくお願い致します。

　　キャンペーン期間は12月1日～1月31日となります。

３.京都ＹＭＣＡチャリティコンサート

　Ａｒｉｃｏ（山下有子）ピアノコンサート

日時：１月２５日（金）午後６時３０分開演（６時開場）

開場：京都府立文化芸術会館ホール（河原町広小路下ル　府立

医大病院前）

入場料：前売3,000円　当日3,500円

チケットは各ワイズメンズクラブ・三条本館・文化芸術会館にて

発売致します。

ゴルフコンペ：幡山ＹＳ


