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（広義会員2名含む） 現金 円 4 月 円 4 月現金 円 4 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

ゲスト 名

メネット・コメット 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

次期会長次期会長次期会長次期会長　　　　牧野篤文牧野篤文牧野篤文牧野篤文

　来る３月１０日～１１日に新大阪チサンホテルにて次期の会長主査研修会に参加させて頂きいよいよ私の会長期

が始まるという自覚と責任の重さを痛感しました。私は人としてもワイズメンとしてもまだまだ未熟者ですので、次期

がスタートするまでの期間にもっと自己研鑽し「人間力」を高める努力が必要であると思い、自分なりにテーマを決め

て学習しているところです。私達のトップスクラブは私の先輩メンバーの皆さんが積み上げてこられた歴史と「人間力

の輪」というしっかりとした「土台」がありその上に中堅メンバーを中心に活性化されている状況です。会社に例えると

成長期に入った状況です。次期会長としての私の役割はこの成長を更に加速させることであると思っております。ま

た次期は船木京都部長を輩出し９月９日には我がクラブがホストで京都部会が開催されますが、全メンバーの力を

結集し大成功させる事が最優先であると考えています。心一つに

して力を合わせ京都部会を成功させましょう！

　私はこのトップスクラブが大好きです。このクラブに入会させて頂きメンバーの輪に入れて頂けた事に大変感謝して

おります。特に私より新しいメンバーの皆さんにも「トップスクラブに入って良かった」と思って頂けるように、私がホス

トになり太陽のようにメンバーの皆さんを明るく照らし続けられる会長になりたいと思います。既に主題・活動方針は

確定しておりますが、出来る限り目標を達成

出来るように頑張りたいと思いますが、未熟な会長ですので皆様のご指導ご鞭撻そしてご協力が必要ですのでよろ

しくお願い致します。
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ＹＭＣＡサービスはワイズ活動の根幹です。より一層のサポート

体制の向上に努めましょう！

人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすれば、

あなたがたも罪人だと決められることがない。赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦される。

与えなさい。そうすれば、あなたがたにも与えられる。　　　　　　　マタ７　１－５
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YMCAサービス

ＡＳＦ

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。
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水資源　外資ビジネスに注意！注意！！



山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔YYYY''''ssss

　初めてCATT合同例会に参加させて頂きました。まだ何にも分からないま

ま参加させて頂いておりますが、3月17日の合同例会は色んなクラブの方

達が居られました。僕の隣の席の方なんかは、年配の方で全クラブを熟知

しておられそうな話もお伺い致しました。あまり、訳が分からない所もありま

したが．．．

でも、何となく僕なりに理解させて頂きました。

　それに、講師で来て頂いた奥村　幸治氏のお話は大変分かりやすく面白

いお話でした。ｽﾎﾟｰﾂの世界でもやはり人の考え、行動、思いとゆうのはど

の社会においても一番大事な事と改めて思いました。実際自分に置き換え

てみてもまだまだの未熟さを思い返しまた。

　僕の廻りにもこのお話を伝えたいのですが、なかなか上手に説明してあ

げれなく伝わりにくいと思いますが自分なりに理解した所で話させて頂くつ

もりです。

本も出されているのでもう一回読みたいと思っております。

日時：

場所： 田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦田頭邦彦YYYY''''ssss

2012年3月18日

日時：

場所： ウエスティン都ホテル京都

2012年3月17日

センチェリー滋賀ＣＣ

皆さんお疲れ様です。ルパン？です（笑）さて、３月１８日（日）我々トップス代表７人侍は、戦場のセンチェリー滋賀Ｃ

Ｃを目指し小雨降りしきる中、行って参りましたよ。天候には、恵まれませんでしたが、同伴者には恵まれました（笑

笑）総勢８０名の大型コンペとあり、気合は皆さんバリバリ入ってたよう・・・でした。が、結果は・・・聞かないで。スコ

アーより、１日有意義に過ごせた事に感謝×２！支援金も出来ましたし、被災者の方々にほんのチョッピリ支援でき

たと思います（良かった！良かった！）ラウンドには、かなり時間が掛かり皆さんお疲れモードでしたが、終わってみ

れば他クラブの皆さんも笑顔でした。泣き顔は私だけでしょうか？詳細は笠井ワイズに聞いて下さい。そんな中、山

下ワイズＮＩＣＥニアピン賞でした！！陽もとっぷりと暮れ各自帰路につきました。お疲れ様でした。ＣＭ→４月１８日

（水）は、今年度２回目となるトップスゴルフコンペです！まだ間に合います！親睦を更に深め、支援して行こうじゃあ

りませんか。そこのあなた、いらっしゃいませ～　田頭でした（泣）



　２０１２年３月１１日　京都ＹＭＣＡにてリーダー卒業祝会が行われました。

この行事には、毎年の会長とＹサ委員長が参加されると言う事だけは知っ

ていましたが、どんな事が繰り広げられているかは全く知りませんでした。

事前に先輩会長にリサーチを掛けると、中々良い反応が返ってき「俺は会

長　終わってからも良く行くぞ」とか「あの行事は、心が洗われる」などと好感

触。期待に胸を膨らませて藤田Ｙサ委員長と行って参りました。祝会会場で

は、色とりどりの振り袖や袴姿の女子、スーツや紋付き袴の男子　どのリー

ダーも凛々しくそして達成感の有る顔立ちでした。祝会は３部構成でまず始

めのⅠ部は礼拝。厳かな雰囲気の中　牧師さんが聖書の言葉を引用して

リーダー達を祝福されていました。Ⅱ部は、式典。又もや牧師さんの言葉の

後　昨年の震災１周年という事で同じ時間に全員で黙祷を捧げました。（こ

れは宗教・宗派を超えて日本中で企画されていました）次に京都府立医大

の教授と保護者代表の方が感謝とねぎらいのスピーチをされました。そして

リーダー一人一人がレクチャー台でスピーチ。泣き出す子や達成感あふれ

る子や、見てると「なんか微笑ましいな～」と思う気持ちと「次のステージは、

実社会流されるなよ～」て気持ちが出てきて　何時しか親のような気分でし

た。

　Ⅲ部は、懇親会。１階ロビーでジュースや軽食で皆と和気あいあい。卒業

リーダーと現役リーダーあとデレクターに職員ほんでもってワイズメン。沢山

の人で酔ってしまいそうでした。その中でもリーダー達は私達おっさんワイ

ズに気を使ってくれたのが有りがたかったです。最後に卒業されたリーダー

達がこの殺伐とした世の中、震災後の苦難が多いこの日本で希望の灯台

のような役目になって頂きたいと思う。出来れば次はワイズメンとして一緒

に歩んで頂きたいです。がんばれ！

2012年3月11日

　　　　私私私私のののの会社会社会社会社はははは建設業建設業建設業建設業ですですですです。。。。建物建物建物建物をををを建建建建てるてるてるてる時時時時のごみはのごみはのごみはのごみは産業廃棄物扱産業廃棄物扱産業廃棄物扱産業廃棄物扱いになりますいになりますいになりますいになります。。。。このごろはこのごろはこのごろはこのごろは分別収分別収分別収分別収

集集集集してしてしてして、、、、リサイクルリサイクルリサイクルリサイクルでででで使使使使えるものはえるものはえるものはえるものはリサイクルリサイクルリサイクルリサイクルしてしてしてして使用使用使用使用するようになってきましたするようになってきましたするようになってきましたするようになってきました。。。。これもこれもこれもこれもエコエコエコエコのののの一環一環一環一環だだだだ

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。

　　　　事務所事務所事務所事務所ではではではでは、、、、昼休昼休昼休昼休みのみのみのみの間間間間はははは蛍光灯蛍光灯蛍光灯蛍光灯のののの電気電気電気電気をををを消消消消していますしていますしていますしています。。。。会社会社会社会社でででで使使使使うときのうときのうときのうときの書類等書類等書類等書類等ののののコピーコピーコピーコピーはははは裏裏裏裏

紙紙紙紙をををを使使使使うようにしていますうようにしていますうようにしていますうようにしています。。。。それとそれとそれとそれとエコキャップエコキャップエコキャップエコキャップのためにのためにのためにのためにキャップキャップキャップキャップをををを集集集集めるようにしていますめるようにしていますめるようにしていますめるようにしています。。。。

日時：

場所： 京都YMCA 東田吉末会長東田吉末会長東田吉末会長東田吉末会長

日時： 2012年3月10～11日

舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之YYYY''''ssss

　会長主査研修会に行ってきました（会長でもないのに！）

　３月１０日～１１日にかけて大阪はチサンホテルにて会長主査研修会に参加してきました。一応会長と主査の為の

研修会ですが、舞田と高坂さんは牧野会長の御供の形で参加でした。

　研修会はワイズ経験の豊富な方の御話しや会長としての心構え、実務的な事などの説明が有り今まで知らなかっ

たことなどがわかりました。会長って大変やなとも思いました。

　研修会において船木次期部長始めキャビネットの方々や笠井次期ＣＳ主任、倉ＬＤ委員、渡部メネット主査などの

参加が有りトップスの面々がたくさん見られましたし、クラブの三役が参加していたのは、おそらくトップスだけだと思

います。トップスは今期も次期も盤石な状態で有る事を再認識した研修会でした。

（三役参加に際しご尽力頂いた方々　ありがとうございました）

場所： チサンホテル新大阪

加藤信一加藤信一加藤信一加藤信一YYYY''''ssss



4444月月月月 7777～～～～8888日日日日 次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会 アピカルインアピカルインアピカルインアピカルイン京都京都京都京都

11111111日日日日 （（（（水水水水）））） YYYYサアワーサアワーサアワーサアワー例会例会例会例会

21212121日日日日 （（（（日日日日）））） リトセンリトセンリトセンリトセン夜桜夜桜夜桜夜桜フェスタフェスタフェスタフェスタ

役員会役員会役員会役員会

9999日日日日 （（（（水水水水）））） 部会部会部会部会リハーサルリハーサルリハーサルリハーサル例会例会例会例会

（（（（日日日日）））） かもがわかもがわかもがわかもがわチャリティランチャリティランチャリティランチャリティラン

鴨川公園鴨川公園鴨川公園鴨川公園

（（（（日日日日）））） ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん焼肉交流会焼肉交流会焼肉交流会焼肉交流会

リトリートセンターリトリートセンターリトリートセンターリトリートセンター

役員会役員会役員会役員会

４．リトリートセンター第１３回夜桜フェスタ　　開催

　　「夜桜フェスタ」を今年も開催します。　ライトアップさ

れた幻想的な八重桜の下で、様々なイベントをおこない

ます。

　　とき　　２０１2年４月21日（土）午後５時～８時

　　ところ　　京都ＹＭＣＡリトリートセンター

　　集合・解散　　現地

京都駅・ＪＲ宇治・京阪宇治駅から送迎あり事前に事務

局にお申込みください。

　参加費　大人（中学生以上）２、０００円・小学生１，００

０円・幼児無料

　　※チケットは三条本館にて販売中

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63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　　４月２１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)

お申込は下記お電話または　vb@kyotoymca.or.jp  まで

5555月月月月

30303030日日日日 （（（（水水水水））））

１.卒業リーダー祝会ご協力感謝

　卒業リーダー祝会に、在京ワイズメンズクラブより多額

のご寄付を賜り、感謝申しあげます。

　おかげさまで今年も２５名のボランティアリーダーが巣

立ってゆく姿をみなさまとともに祝うことができました。

　いただきました寄付金は記念文集や写真、祝会の運

営費として用いさせていただきました。

ありがとうございました。

2．奉仕活動基金のご協力のお願い

　奉仕活動基金は、地域における奉仕活動、障がいを

持つ人たちへの援助、ボランティアリーダーの養成な

ど、さまざまな活動に用いさせていただいています。今

年も下記のとおり行いますので、ご協力くださいますよう

お願いいたします。

　キャンペーン期間　　２０１２年４月～６月

　1口募金額　１,０００円　（何口お寄せいただいても結構

です。）

　納入方法　京都ＹＭＣＡ各館受付または、郵便振替で

も受け付けております。

３.第８回　京都YMCA かもがわ　チャリティーラン　参加

者・スポンサー(協賛金)募集中!

チャリティーランは、参加費が寄付金となる大会です。

チームで力をあわせ楽しみながら走るこのチャリティーラ

ンで集められた募金は、ＹＭＣＡの行う障がいのある子

どもたちのキャンプやプログラムに支援金として活用さ

れます。

ぜひ、ご協力をお願いいたします。

　日　　時　5月２０日(日)　午前９時～午後３時〔クォー

ターマラソン選手受付８時30分開始〕　　雨天決行

　場　　所　鴨川公園(特設コース:　北大路橋～出雲路

橋　１週1.7ｋｍ／北山橋～出町橋１週5.1ｋｍ)

　種目・参加費　小学生駅伝(１チーム２，０００円)／グ

ループラン(１チーム５，０００円)／

　一般駅伝・クォーターマラソン(１名３，０００円：学生１名

１，０００円)／ペアラン(１チーム１，０００円)

スポンサー募集

　趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協賛金

や参加費、物品寄付でぜひご協力ください。

　　協賛金　一口　１０，０００円(企業・団体)

　　　　　　　 一口　　５，０００円(個人)

　　物品寄付　　参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品

30303030日日日日 （（（（水水水水））））

27272727日日日日

20202020日日日日


