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メンバー数 名 名

（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 名 切手 円

ゲスト 名 名

メネット・コメット 名 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

あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方

です。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせることはなさらず、試練と共に、それに耐えら

れるよう、逃れる道をも備えていてくださいます。　　コリントの信徒への手紙一　１０章１１節～１３節

0

37

24,000 110,900

0

095

会会会会 計計計計 ：：：：

地域奉仕地域奉仕地域奉仕地域奉仕････環境地業委員長環境地業委員長環境地業委員長環境地業委員長　　　　森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

もう一杯　やめて今日は早寝かな!　 これも親父のエコロ

ジー
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第二例会出席第二例会出席第二例会出席第二例会出席

　『２月はＴＯＦ 強調月間です。ワイズの皆さんはすでにご存知ですが、我トップスクラブは、前期・今期に入

会されたメンバーが多く居られます。地域奉仕委員長として今一度TOF （タイムオブファースト）を振り返っ

てみたいと思います。

　「ＴＯＦ」は年に一度、クラブの例会を食事抜きで実施して例会の食事の金額を国際へ送金します。世界の

ワイズメンズクラブから集まった資金は、ＹＭＣＡ同盟から途上国の生活向上等に使われるということです。

　これが「ＴＯＦ」の主旨だと思いますが、私は食べることに何の疑問も持たずに生活している我が身（私だ

けかも知れませんが…）を改めて振り返り、今の豊かさに感謝しなければと思っています。

　「ＴＯＦ」以外にも「ＦＦ」・「ロールバックマラリア」など多彩な地域奉仕事業に関する献金もあります。また、

「震災関連」や「台風被害」へのボランティアも地域奉仕事業と捉えられています。

　以上のこと等を踏まえて、微力ながら次期へ繋がるよう、新しいメンバーに事業への理解を深めていただ

けるように努力したいと思っています。地域奉仕事業に支援・協力をお願い致します。』
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メンバ－全てがＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ資金のシステム、意義、活用方法を

充分学習することにより資金の効果的活用を計りワイズ活動を活

性化しましょう。」

400885,63178,000



河原正浩河原正浩河原正浩河原正浩YYYY''''ssss

八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史YYYY''''ssss場所： 京都ＹＭＣＡ

　トップスクラブからは、部役員5名・主任1名・LD1名そして御大新山YSのレク

チャーと総勢8名での研修会参加でした。他部の参加者からはトップスクラブは勢

いがありうらやましいわぁ～との事（倉LD談話）

　初日は13時から始まり、浅尾理事より西日本区の現状、そして藤井元国際会長

より国際の中での西日本区現状等の説明があり、各事業主任への活動報告とな

り、笠井次期地域奉仕主任の登場です、眠りを必死にこらえて報告を聞いていま

した。なめらかな口調で報告されたのですが・・？質疑応答になりさすがトップス

は人気があり？次期地域奉仕主任に質問の嵐・・・！笠井さん本当にお疲れ様

でした。記念写真後、夕食、フレンドシップアワーとあっと言う間に時間が過ぎ、皆

さん西中嶋駅周辺に消えて行かれました。

　2日目は部長グループ、主任グループに分かれてのプログラムで我々は部長グ

ループで御大新山元京都部部長のレクチャーです、司会は勿論倉LD委員約1時

間でしたが、なめらかな口調で時間一杯まで？（タイムキーパーの指示あり）レク

チャーして頂きました。

　さて皆さんお待ちかねの船木次期部長の登場です、主題・活動方針等を話され

我々キャビネット4名も身の引き締まる思いで研修を終え次期がスタートしたと感

じた2日間でした。

　3月10日・11日と会長・主査研修会が開催されます、笠井次期地域奉仕主任、

牧野次期会長を盛り上げる為、我々キャビネットも参加させて頂く予定です、クラ

ブのメンバー全員で次期は素晴らしい記憶に残る1年にしましょう。（部会アピー

ルも行いました）

2012年1月8～9日

日時： 2012年1月11日

　皆様、こんにちは。　ドライバー委員長をさせて頂いております八木です。

　この東田会長期も早半年が過ぎ、通常例会に関しては残りわずかになってきました。が、最後まで楽しい。をモッ

トーにがんばりますので、よろしくお願い致します。

　さて、そこで先日の例会は半期総会ということで三条YMCAにて開催致しました。みんなで牛丼を食べ、なごやかに

始まりましたが、やはり、さすが我がクラブ。

　報告がスタートすると、空気が引き締まり、進んで行きました。こういった切り替えや、先輩方とのコミュニケーショ

ン、会議の必要性や、在り方。等、たくさんのことを学ぶ機会を、クラブを通して頂いていることに感謝です。

　まだまだ未熟な私ですが、残り半年、いや、今後も末永くよろしくお願い致します。

　私事ですが、おもしろトークも学んでいきます。ご指導の程、合わせてお願い致します。

日時：

場所： ホテルクライトン新大阪



山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔YYYY''''ssss

　待望の新年例会です。

　ゲストには長浜クラブと滋賀蒲生野クラブの方が西日本区大会のアピールのために来られました。遠い所から御苦

労様です。6月9日の大会で長浜へ行くのが今から楽しみです。

　食事も進みビールもたらふく飲んでちょっと良い気分になったところでトスファンドが始まりました。

　私は1番目の品物が何であろうと絶対に落札しようと決めていました。幸いゴルフウエアだったのでがんばって落札

する事に成功しました。今度のゴルフコンペに着ていきます。

　次に私がゲットした商品はヘッドランプです。仕事でよく使用するので2個持っていますがもう1個持っていても良い

かと思い手を挙げました。家に帰り長女に見せると欲しいと言うのでヘッドランプをやるとそれを見た次女が私も欲し

いと言い出し買わされるはめになりました。

　ちなみに私がファンドの商品で1番欲しかったのはゴルフのパターです。森田ワイズ、おめでとうございます。今度一

緒にラウンドする日を楽しみにしております。

　さて、ファンドも無事終了しました。

毎回こんな楽しい例会だったらいいのになぁ!と思います。

　この度、昨年の12月に入会させて頂いた岩田正治です。

恥ずかしい話ですが、何をする倶楽部かあまりまだあまりわかりません。多分、ボランティア活動などを通

じて、社会に貢献する倶楽部かな？ぐらいの認識です…間違ってたらすいません。

　自分自信、KOBEの震災では、会社で炊き出しなどをしたりしました。本当に困ってる人には自分のでき

る事、小さい事でもコツコツとしていきたいと思います‼

　あまり表社会を歩んできてない私ですが、舞田ワイズの力添えもあり、そして一人いや少数での限界も

感じました。小さい力でははなかなか出来ない事を倶楽部なら何かできると思いました。

　これからもご迷惑をおかけすると思いますがよろしくお願いします。

岩田正治岩田正治岩田正治岩田正治YYYY''''ssss

　この度、京都ワイズトップスメンズクラブに入会させて頂きました、木村亘宏と申します。宜しくお願いし

ます。自己紹介ということなので簡単でありますがお話させていただきます。自分は京都生まれ京都育ち

で高校中退(笑)それから２２歳までフリーターをしてその年に結婚し、このままではヤバイとおもい

(遅っ！)親父に頭を下げ家業の住宅建材、木材販売業に働かせてもらいました。それから数年が経った

時に親父が病気で倒れ、自分が三代目に継ぐ事になり今に至ります。今回、京都ワイズトップスメンズク

ラブに誘って頂き高坂さんには感謝しています。(これからもよろしくです！)皆様にはこれからもお世話に

なりますが、人と人の出会いを大切にし、笑顔を忘れずに微力ですが頑張りますので宜しくお願いしま

す。

　最後になりましたが自分の好きな言葉です。「明日へ向かって」by長渕剛

木村亘宏木村亘宏木村亘宏木村亘宏YYYY''''ssss

　１２月２３日クリスマス例会にて入会いたしました石飛七夫です。

　昨年は３月１１日の東日本大震災に始まり９月には近畿も、台風による大雨で大きな被害を受け、旅行

業界も非常に大きなダメージを受け精神的に後ろ向きになっていましたが、新山ワイズに紹介していただ

き、ワイズメンズクラブに年齢的に少し抵抗もありましたが、例会に参加させていただきながら皆様のアッ

トホームな雰囲気と忘れかけていた前向きな行動力を思い出させていただきました。

　老体にムチ打って皆様の足手まといにならぬ様頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。

２月の親睦旅行、皆様に良い思い出が残るよう頑張りたいと思っています。

石飛七夫石飛七夫石飛七夫石飛七夫YYYY''''ssss

　この度、入会させて頂きました、山下　大輔です。先ず簡単に自己紹介させて頂きます。

　1975年（昭和50年）12月8日京都にて建築業を営む両親に生まれ、その後、父の教えの元、大工として

建築業に携わりあらゆる現場経験を積み現在、有限会社　ヤマコー　取締役として京都市山科区で工務

店を経営し8年目のまだまだ新人の36歳でございます。

　余談になりますが、趣味などを書き添えさせて頂きます。その1　アイスホッケー（小学校より始め現在

は社会人チームでたまに活躍中！）その2　サーフィン　　　（一応15年ですがまだまだ苦戦中！）その3

ゴルフ特訓中　　モトクロスバイク　少々趣味の話はこの辺りにさせて頂きたいと思います。

　この度はこの会を通じて色んな方との繋がりや人に対してへの思いやりを大切にして行きたいと思って

下ります。昨年起きました東北大震災の被災地のニュース等を見ていると、何か僕らが出来る事と考えて

いても実際何も行動できて無いのが事実です。　やはり、こういった時こそ人の繋がりや人の絆を生かし

何か少しでも自分が役立てる行動を見つけ出したいと思います。その為には、この会に沢山おられます

人生の先輩方の様々な考えやご意見を参考にし自分自身をもっと磨いて行きたいと思っております。

　まだまだ若輩者ではありますが、皆様のご指導宜しくお願い致します。

日時：

西浦功西浦功西浦功西浦功YYYY''''ssss

2012年1月11日

場所： ウェスティン都ホテル京都



TOFTOFTOFTOF座禅例会座禅例会座禅例会座禅例会

123123123123周年記念集会周年記念集会周年記念集会周年記念集会

YMCAYMCAYMCAYMCAｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰｾﾐﾅｰ例会例会例会例会　　　　京都三条京都三条京都三条京都三条ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ

役員会役員会役員会役員会

卒業卒業卒業卒業リーダーリーダーリーダーリーダー祝会祝会祝会祝会 京都三条京都三条京都三条京都三条ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡ

ＣＡＴＴＣＡＴＴＣＡＴＴＣＡＴＴ合同例会合同例会合同例会合同例会

東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援東日本大震災復興支援

チャリティーゴルフチャリティーゴルフチャリティーゴルフチャリティーゴルフ大会大会大会大会

センチュリーシガゴルフクラブセンチュリーシガゴルフクラブセンチュリーシガゴルフクラブセンチュリーシガゴルフクラブ

役員会役員会役員会役員会

５.創立１２３年会員集会

日時　２月１８日(土)　　午後６時３０分～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　講演　「震災から1年　仙台ＹＭＣＡの働き」

　　　～仙台ＹＭＣＡのこれまでの働きと今後の支援の方向性につい

て～

　　　　　　　　　　　　　講師　仙台ＹＭＣＡ 総主事　大野浩悦氏

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

Ａ・Ｂ・は　受付   会員とその兄弟２月８（水）  午前１０時～    会員・

一般２月８日(水)午後２時～

      2011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。

Ｃのデイキャンプは受付中

Ａ.春休みスイミングスクール

期間   ３月２５日(日)～３０日(金)  連続６日間

対象  新年中・新年長(平成１8年４月２日～平成20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  ８,０００円〔会員外の方はシーズン（臨時）会費２,０００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１

５名

日時　３月２５日(日～２９日(木)    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年生～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三条　地下マナホール

   　費用  １０，０００円  (会員外の方はシーズン(臨時)会費２,０００円

が必要です。)

Ｃ.デイキャンプ   日帰り連続４日間

◎幼児　たんぽぽ   期間　３月２６日(月)～２９日(木)　　午前９時３０

分～午後４時３０分

   対象  年少・年長(平成17年4月2日～平成20年4月1日生)　　定員３

０名

   費用 　２８，０００円(会員外の方はシーズン(臨時)会費２,０００円が

必要です。)

◎小学生　つくしんぼ　 期間　３月２６日(月)～２９日(木)　　午前９時

～午後５時

   対象  小学１年～６年生　　定員３０名

   費用 ２８，０００円（会員外の方はシーズン(臨時)会費２,０００円が

必要です。)

７.第９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１０日(土)　午後１時３０分～４時３０分（受付午後１時１０

分～）

場　所　コープ・イン・京都　2階会議室　(中京区柳馬場蛸薬師上ル)

内　容　第１部　基調講演　｢発達障がい児のリクリエーションにおけ

る実践と課題｣

　講師　中村彰利（京都YMCA発達障がい児サポートプログラムディ

レクター）

　　　第２部　パネルディスカッション｢発達障がい児と社会をつなぐ｣

　パネリスト　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）

　　　木村厚美氏（京都ADHD親の会クローバー代表・京都市発達相

談員）

　　　松村幸裕子氏（京都YMCA発達障がい児サポートプログラムディ

レクター）

　参加費　１，５００円　※当日受付にてお支払いください。

　定　員　　１２０名（先着順受付・定員になり次第締め切らせて頂きま

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２２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２２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(月)朝～３０日

(金)朝 　　志賀高原天ヶ原スキー場

小学生スキー 春　　小学３年～６年生　　 ３月２６日(月)朝～３０日

(金)朝 　　志賀高原天ヶ原スキー場

中高生スキー春 　中学１年～高校３年生　 ３月２４日(土)夜～３０日

(金)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(土)夜～３０日

(金)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

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（月）～３月３０日（金）　４泊５日

対象　　小学校３年生～高校３年生〔2011年度〕  　定員２０名

費用 　 小学生54,000円・中高生57,000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。)

４.２０１１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。ＹＭＣ

Ａ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１１日(日)

場所　京都ＹＭＣＡ　三条本館マナホール

　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６１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１８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
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