
東田吉末東田吉末東田吉末東田吉末

新山兼市新山兼市新山兼市新山兼市

牧野篤文牧野篤文牧野篤文牧野篤文

乙坂優次乙坂優次乙坂優次乙坂優次

宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己

森田茂実Y's選 髙坂幸征髙坂幸征髙坂幸征髙坂幸征

廣田隆治廣田隆治廣田隆治廣田隆治

ぺトロの手紙 1章 24～25節 躍動躍動躍動躍動するするするするトップスクラブトップスクラブトップスクラブトップスクラブ

船木順司Y's　選

メンバー数 名

（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

西日本区西日本区西日本区西日本区LDLDLDLD委員委員委員委員　　　　倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也

800885,631

31

85,00032,500

0

4444

86

1

月月月月

報報報報

告告告告

2

0

0

『ＬＤ『ＬＤ『ＬＤ『ＬＤ委員委員委員委員』』』』

スススス ママママ イイイイ ルルルル

LT

leader-training

人は皆、草のようで、その華やかさはすべて、草の花ようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、主の

言葉は永遠に変わることがない。

クラブの例会や奉仕活動に積極的に参画し、ワイズ仲間の友情とチー

ムワークを育み、クラブの活性化と会員相互の研鑽を目指そう！
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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。
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ちょとした心使いでエコ始め

　私は今期、クラブ内ではビジョン委員長として活動させて頂いてますが、他にもう一つ西日本区のＬＤ委員としても活動さ

せて頂いてます。

　西日本区常置委員会の一つにＬＤ委員会があります。もともとはワイズメンとしての指導力養成のためワイズアカデミー

委員会が研修会を開催されていましたが2003年度からＬＤ委員会として研修が引き継がれました。　ＬＤ委員会とはリー

ダーシップ開発委員会（Leadership Development）の略です。ワイズ運動の理解を通して会員自らのリーダーシップをたか

め、自己研鑚や地域社会に貢献できるよう、会員相互のリーダーシップ開発を目的としています。

　現在、神戸学園都市クラブの藤井久子委員長のもと西日本区各地のクラブより集まった13名のワイズメンで構成されて

います。主に1月に開催される西日本区役員研修会、3月に開催される次期会長・主査研修会が仕事場となります。資料を

整備・配布、名札の準備、プログラムの進行サポート、机・椅子の移動等いろいろあります。

　まず、この研修会の数カ月前、8月に大阪で委員会に集まり、前研修会の反省点、改善点の検証を行い、研修会プログ

ラムの検討をしてゆきます。

　この1・3月の研修会に参加される皆さんは次期に西日本区・各部・クラブでリーダーとして活動される予定ですので真剣

に研修プログラムに取り組まれています。

　ほとんどの次期会長は研修会には初めての参加となるので緊張した面持ちで会場に来られます。そういった方々の集ま

る研修会ですのでより有意義に快適に受けて頂けるよう努めなくてはなりません。2日間にわたる研修を終えた方たちは意

欲に満ちた顔をして各地域へ帰られます。

　研修終了時に皆さんから頂くねぎらいの言葉や感謝の言葉は、私たちＬＤ委員にとってなによりの喜びとなりますと共に

やりがいを感じます。　このようにＬＤ委員として活動できる機会を与えてくださったクラブのメンバーに感謝致します。ま

た、この活動を通して学んだ事を自クラブの研修会やリーダーシップ開発に活かす事ができるよう頑張りたいと思います。
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2012年4月11日

日時：

場所： 巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久YYYY''''ssss

2012年4月7～8日

 毎度おおきに！西浦です。今日はＹサアワー例会の原稿を書く事になりました。

例会にはＹＭＣＡ活動委員会より個性的な5名の方に来ていただきリトセンに関するいろいろな話をしてもらいました。

リトセンは青少年活動の拠点、育成の場である。

 施設の維持には、献金と奉仕が必要である。よってリトセン準備ワークの草刈りは健会な青少年を育成するため、

又すばらしい経験を支えるための大変重要な作業であると判りました。

 私は来期、Ｙサ、地域奉仕の委員になったので大変勉強になりました。6月のリトセン夏期準備ワークではトップスメ

ンバーは草刈りをする人のためにカレーを作ってふるまう事になっています。前日から泊まりこみでカレーを作りま

す。ビール持ちこみでワイワイガヤガヤとさわいでも大丈夫だそうですので、みなさんふるって参加しましょう。

日時：

場所： ウエスティン都ホテル京都

アピカルイン京都

　４月７～８日に次期役員研修会がアピカルイン京都で開催されました。

　第１日目は東田会長の挨拶から始まり、今期各委員長の今期事業の説明と次期へのアドバイスを発表してもらい

ました。

全ての委員会の通年での活動を把握する事ができ、クラブ内での委員会の位置づけを理解する上で、有意義な時間

となりました。

特に反省を含めた次期へのアドバイスは、今期委員長の持ち味がどれだけ発揮できたかの指標とも言え、ここに「ク

ラブ活動を通じての自己研鑚」を感じる事ができました。

　第２日目は、牧野次期会長からの挨拶から始まりました。次期会長の思いを感じさせる会長主題の発表と活動方

針の説明が行われました。引き続き、委員会配属、年間スケジュール、会計案の発表があり、役員の任務と委員会

の役割等について総括討議が行われました。

　最後に笠井次期事業主任と船木次期京都部長よりそれぞれの講演を行っていただき、無事プログラムが終了しま

した。

　クラブには多様なメンバーが所属していますが、各メンバーの特色（カラー）を最大限に引き出していく環境作りを、

キーメンバーが中心となり努力している事が素晴らしく思われ、役員研修会を通じて、クラブへの理解が少し深まった

と思います。

　私も次期ブリテン委員長として、少しでも自分のカラーが出していければと思います。

私事ではありますが、１日目の夕食後の懇親会、不愉快な思いをされたメンバーの皆様には寛容な心にて対応下さ

り感謝しております。



　当日は東田会長と藤田実行委員長のご人徳により好天に恵まれました。

　この夜桜フェスタの開催でYMCAを支援するのは勿論のことですが、京都部の

ワイズのメンバーの親睦、クラブメンバーの親睦を図るのも楽しい目的です。

　今年も、わがトップスクラブは嵐山の中村屋のコロッケを出店し、ラードが少し足

りないというアクシデントがありましたがメンバーの協力により無事に終了するこ

とが出来ました。仕事を離れて日常と少し違った体験をすることは、程よい癒し効

果があると思いますし、まだ参加されたことの無い新入会員の方々には、是非、

時間を作って参加していただきたいと思います。

　個人的には、年の差婚の渡部メネットの若さを見てびっくりし、舞田メネットの美

しさに腹を立て、目鼻立ちの整った寺内ベビーのかわいらしさを堪能し本当に良

かったと思います。

　さて、今回の参加者は以下の通りとなりましたので報告いたします。

新山兼市・廣田隆治・藤田正康・船木成一・宮尾勝己・渡部與志夫・美代子メネッ

ト・倉　卓也・笠井俊明・牧野充記・小林郁佳・東田吉未・舞田智之・メネット・コメッ

ト２・寺内陽子・コメット・森田茂美・清水寿和・千賀俊男（21名敬称略）

日時：

場所： 滋賀カントリークラブ

場所： 京都ホテルオークラ

日時： 2012年4月22日

2012年4月18日

日時： 2012年4月21日

場所： YMCAリトリートセンター
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　２０１２年４月２２日京都ホテルオークラにて、京都パレスワイズメンズクラブ４０周年＋１記念例会が開催されまし

た。本来であれば昨年２０１１年４月に４０周年記念例会をされる事となっていましたが、東日本大震災により記念例

会費用を全て復興支援に役立てていただく為、記念例会を中止されました。

　一年の年月を経て「元気な日本をワイズから」とプラスワンの熱い思いを加え

　４０周年＋１記念例会を開催されました。西日本区最大の会員数を誇る京都パレスクラブの意気込みと、熱い思い

がビシビシと伝わる素晴らしい記念例会でした。「心を求めて例会に至り、窮地を得て例会を去る」私が３０年前、京

都パレスクラブに所属していた頃、例会の大切さや小堀先生の奉仕の精神・奉仕の理論を学びました。パレス精神を

心の中に秘め、志を同じくする京都トップスクラブのメンバーと共に親睦と研鑽の機会を拡大する事こそ、ＹＭＣＡを通

じた奉仕という目的に沿った最も価値ある貢献と思います。記念例会を通して、大変いい刺激を頂きました。感

謝！！

 ４月１８日は皆様お疲れ様でした。春の心地よい陽射しの中総勢１９名のサムライ達が日頃の運動不足解消と優勝

の名誉をかけガチンコ？勝負に真珠の様な汗を流しました。

 私、ケンコバこと熟女好きの岩田は初めての他クラブのグローバルさんとの交流の場に日頃の行い良い為？神様

のご褒美に綺麗な熟女様（はるみさん）とプレイ出来たことに感謝です。

 楽しみすぎたのか、実力通りのスコアーでしたが、人生の先輩方と話すことが出来、実りある１日でした。

 私自身の成長、そして未来を考えることが出来、自分自身が少しだけ大きくなれ、息子も大きく（笑）なれた１日でし

た。

 これからもご迷惑おかけしますが、ご指導のほど宜しくお願いします。
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１.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

お問合せ　電話（０７５）２３１－４３８８

2.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！

　ＹＭＣＡでは今年の夏も、子ども達のための楽しいキャ

ンプやスクールを準備しています。

　全てのプログラムは、まずはお電話にてご予約くださ

い。

　受付日時

　キャンプ

会員・会友　　６月７日（木）～１１日(月)　　　受付時間

午前１０時～午後７時

　　会員・会友・一般　　６月１２日（火）～　　　　受付時間

午前１０時～午後７時

　　電話　　（０７５）２３１－４３８８　（お問い合わせも左記

電話まで）

会員先行申し込み期間の６月７日(木)～11日(月)の期間

に限り電話に加えＦＡＸ・Ｅメールでも

お申し込みいただけます。

　　ＦＡＸ　（０７５）２５１－０９７０／　Eメール　　ｃａｍｐ

moushikomi＠ｋｙｏｔｏｙｍｃａ．ｏｒ．ｊｐ

　短期集中スイミングスクール・鉄棒・とび箱が好きにな

る教室

　　　会員・会友　　　　　　　６月８日（金）　　午前１０時～

　　　会員・会友・一般　　　６月８日（金）　　午後２時～

　　　電話　　(０７５)　２５５－４７０９（お問い合わせも左

記電話まで）

24242424日日日日

27272727日日日日

3.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６４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　5月１９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

　　お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８また

は　vb@kyotoymca.or.jp

5555月月月月

４.会員協議会のご案内

　京都ＹＭＣＡに連なる全ての普通会員が集まり交流す

る場です。会員の行う様々な活動の発表の場でもありま

す。

公益財団法人になって新しくできた第1回の会員協議会

です。多くの方の参加をお待ちしています。

　

　日時　６月２２日（金）　午後７時～９時

　場所　京都ＹＭＣＡ 　地下マナホール

お問合せ　　電話（０７５）２３１－４３８８


