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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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今年度の目標はどこまでやれたか、楽しいクラブ活動や充実した奉仕

活動が行えたか、会員増強は図れたか、評価と反省をしっかり次に繋

げよう。
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　１年の間、会長の座に居させて頂きましたがもうそろそろおわりの時間がやって参りましたした。メン

バーの皆様には私が会長と言う事で色々な迷惑を掛けたんじゃないか危惧いたしております。期が始ま

るまでは各事業委員会の懇談会に出席をして内容を把握したり、自分の想い描いたヴィジョンを三役さ

んと練ったりと、忙しいながら希望にあふれた時期でしたが、期が始まり例会やオプションなど大勢の前

でスピーチをさせてもらった時「俺は、しゃべりはあかんわ」と自分なりに落胆していました。事業の方は

三役さん委員長さんが私の想いを良く汲みとって頂き楽しい事業ばかりでした。特にＥＭＣ委員会にプロ

デュースして頂いたトップス旅行は最高でした。私は委員長に「ベタな慰安旅行、温泉でベテランと若手

が背中を流し合い、浴衣の宴会！」とだけ言いました。結果はそれ以上の盛り上がりで参加したメンバー

が一つになれたと思います。それと　実現はしなかったですがＩＢＣ事業もその一つです。西面クラブをお

迎えするにあたりどの様なおもてなしをしょうか？と議題に上がった時、あれも良いんじゃないか　これも

良いんじゃないかっと沢山の意見が集められ、最後には平安神宮の神主さんに電話をしているメンバー

やサルーンバスをチャーターの為　奮闘して下さっているメンバー、私はこのクラブの企画力・実行力・俊

敏性そしてハートはピカイチだなーと感じずには居られませんでした。

　そして私が一番良かったなーと思っているのがオプションへの参加人数です。クラブは一部の人の物

ではなく、メンバーやその家族も一緒です。回を重ねる度に増えて行く参加メンバー、その中にメネットや

コメットの顔が見えると本当に嬉しかったです。また、皆さんと一緒に食事会や記念例会、各部会や例会

訪問にも行きました。　その度に一緒に行くメンバーが愛おしくなって仕方がなかったです。参加している

一人一人がトップスクラブのメンバーという誇りを持ってその場所に集い、真面目に議論し、時には酔っ

ぱらいう、でも　絶対にクラブや仲間を悪く言わない。そんな風景を見ていて、この人たちの会長で良

かった、トップスクラブで良かったとつくづくそう思いました。

　最後に私が任命させて頂いた三役さんや各委員長さん、皆様のおかげで無事に全ての事業の終了を

見ました。けして１００点満点ばかりでは無かったかもしれませんが皆さんが陰となり日向となり、他のメ

ンバーの為に苦労を重ねられた事を私は知っています。心より感謝申し上げると共に皆様と共にクラブ

運営が出来た事を幸せに思います。そして全てのトップスクラブのメンバーに厚く御礼申し上げます。

　皆様のトップスクラブの会長であった事を誇りに思います。
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いろいろな試練に出合う時は。この上ない喜びを思いなさい。
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評価・計画

『『『『我我我我　　　　心心心心ののののトップストップストップストップス』』』』

会長会長会長会長　　　　東田東田東田東田　　　　吉末吉末吉末吉末

早めのクールビズで迎える節電の夏

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

書書書書 記記記記 ：：：：

会会会会 計計計計 ：：：：

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

ワイズワイズワイズワイズのののの原点原点原点原点・・・・愛愛愛愛とととと奉仕奉仕奉仕奉仕でででで社会社会社会社会にににに貢献 　　貢献 　　貢献 　　貢献 　　－－－－理想理想理想理想をををを目指目指目指目指してしてしてして変革変革変革変革とととと行動行動行動行動！－！－！－！－

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題

志志志志をををを共有共有共有共有しししし、、、、小小小小さなさなさなさな一歩大一歩大一歩大一歩大きなきなきなきな前進前進前進前進　　　－　　　－　　　－　　　－思思思思いやりといやりといやりといやりと感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく----

西西西西 日日日日 本本本本区区区区 主主主主題題題題

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題 「「「「若者若者若者若者にににに夢夢夢夢とととと希望希望希望希望をををを！」　　　！」　　　！」　　　！」　　　メネットメネットメネットメネットのののの愛愛愛愛でででで豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを

会会会会 長長長長 ：：：：

副副副副会会会会長長長長：：：：

Chartered

10ｔｈ.July1994

第12号

6666月号月号月号月号

第18巻

通巻215号

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT

Audere est facere Audere est facere Audere est facere Audere est facere - - - - To dare is to doTo dare is to doTo dare is to doTo dare is to do　　　　　　　　　　　　とにかくやろう とにかくやろう とにかくやろう とにかくやろう - - - - 成成成成せばせばせばせば成成成成るるるる

Audere est facere Audere est facere Audere est facere Audere est facere - - - - To dare is to doTo dare is to doTo dare is to doTo dare is to do　　　　　　　　　　　　とにかくやろう とにかくやろう とにかくやろう とにかくやろう - - - - 成成成成せばせばせばせば成成成成るるるる

ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　ＢＥＹＯＮＤ！ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　ＢＥＹＯＮＤ！ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　ＢＥＹＯＮＤ！ＯＮＥ　ＳＴＥＰ　ＢＥＹＯＮＤ！

　　　　― ― ― ― ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＯＰＳ ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＯＰＳ ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＯＰＳ ＲＯＡＤ　ＴＯ　ＴＯＰ　ＯＦ　ＴＯＰＳ ――――

東田吉未会長主題東田吉未会長主題東田吉未会長主題東田吉未会長主題：：：：

39

9,000

94,00032,500

0

97



西浦功西浦功西浦功西浦功YYYY''''ssss

舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之YYYY''''ssss

宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己宮尾勝己YYYY''''ssss

　去る５月２１日に毎年恒例のかもがわチャリティーランが開催されました。

　当日は絶好の天気に恵まれて（Yさ委員長の日ごろの行いが…よい…なんてことは言ってマシェ～ン）多くの参加者

や見物の人で賑わいました。！！

　今回トップスクラブからは綿菓子の出店と２チームが競技参加しました。

廣田ファミリーは一般駅伝にそして東田会長率いるトップスチームトントン（東田会長・笠井Y.S・清水Y.S・宮尾）はグ

ループランに…出場！！

　１１時に廣田ファミリーがスタート！！（どこに走っているかわからなかった？）

　チームトントンは１１時４５分頃にスタート！！（ヨーイどん）

　東田会長はスタートから猛ダッシュで先頭を走り約100ｍで撃沈……僕もそれを見て後から追いかけ、横に走る小

学生風のサッカー少年におじさんと勝負しようぜ～なんて喋りながらイチビッテ走ってました…が　約500ｍ地点で先

に抜かれ日ごろの運動不足を感じたわけであります。笠井Y.S、清水Y.Sはゆっくりとマイペースで走ってられ、それを

後ろ歩行で見ながら進んでいました。遠くを見るとなんと…東田会長は歩いているではありませんんか！！（是非ダ

イエットをしてください）その後スピードを合わせ４人仲良く手をつないでゴールインしたわけであります。

　約1.7ｋｍのコースでしたけれど高校時代以来の久しぶりのマラソンに何故かとても爽快感を味わい、また次回も機

会があれば参加したいと思います。（汗をかいた後のビールはやはり美味いです）

　そして昼からの抽選会では購入したチケット３枚とも商品をゲッツ！！楽しい１日でありました。

　このチャリティーランはYMCAが行う障害のある子供たちのプログラムの支援金として使われます。参加されていな

いメンバーの方も来年は是非参加してみんなで楽しい時間を過ごせるようになればと願っております。

　Yさ事業も今期これにて終了…藤田Yサ委員長　一年間本当にお疲れ様でした。

　また次期へ向けてメンバーの皆さんと共に楽しんでいきたいと思います。

日時： 2012年5月20日

日時：

場所： ウエスティン都ホテル京都

　祝　新入会

　今期２度目のオリエンテーションが５月７日開催されました。今回新たに３名の方がオリエンテーションを受けてくだ

さいました。

　東さん、幡山さん、安田さん　３名とも高坂ワイズがスポンサーで、若くて明るい新メンバーです。乙坂ワイズと廣田

ワイズにパワーポイントの説明をして頂きました。

　あたらしいメンバーの方は真剣なまなざしで映像と資料を見て居られましたが、わからない事だらけだと思います。

メンバーの参加も多く活気のあるオリエンテーションになりました。

　高坂さんをはじめすべてのメンバーの皆さん本当にありがとうございました。

　今日は京都部部会リハーサル例会です。

　今期の始めより部会実行委員会で毎月会議され、練に練られたプログラ

ム・予算が披露されました。

　新山兼司委員長よりプログラムの説明があり予算の説明が巴山会計より

なされました。

　私は役員会や2月の実行委員会で内容を聞いていましたが部会の当日の

役割り、何をしていいのかがよくわかっていませんでした。そんな私をフォ

ローしてくれるかの様に各ブロックに分かれてのブロック会議がありました。

　１ブロック・プログラム、名札等担当の西浦は当日来られたお客様に受付

でプログラム、名札を配ればよいという当たり前の事でむずかしく考える必

要はありませんでした。しかし必ず部会を成功させる強い意志を持って参加

しようと思います。

　又、今日は２名の方の入会式がありました。東さん、安田さん、入会おめ

でとうございます。

それとリハーサル例会のために出席下さったメネットの方々ありがとうござ

いました。

ウエスティン都ホテル京都

2012年5月9日

日時： 2012年5月6日

場所：

鴨川公園場所：
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　ぐんぐん焼肉交流会は、５月２０日（日）快晴の下、リトセンで開催されました。

各メンバーは、午前９時に集合し下準備万端の下、10時30分にぐんぐんハウスの

仲間を迎えました。

　今年は、山登り班、ボール遊び班、似顔絵描き班の3グループに分かれ、それ

ぞれの班にトップスのメンバーが合流し楽しい時間を過ごしました。その後、メイ

ンの食事へと移り、焼肉、焼きそば、初挑戦の石釜ピザの3品をおもてなし致しま

した。それぞれ美味でおいしいと大変評判で、最初は料理が追いつかない程でし

た。

　最後にビンゴゲーム大会を開催し、森田委員長の名司会と、西浦ワイズの泥酔

カメラマンで大変盛り上がりました。

　ぐんぐんハウスの仲間と一緒に歌をうたい、お礼の言葉と、トップスメンバー、メ

ネット全員に手作りの記念品を頂き、大変感激致しました。ぐんぐん仲間の一人

一人の楽しそうな笑顔を拝見したことや、何ヶ月も前から楽しみにしている事をス

タッフさんからお聞きし、又来年も頑張ろうと心から思いました。

　焼きそばの火力が弱かった事や、ピザの量が多すぎた事など苦難もありました

が、グローバルの松谷ワイズ、メネットさん、小林ワイズの奮闘に大いに刺激を

受けた1日でした。

2012年5月27日

　私の仕事は司法書士ですが、登記・法律の世界は、ペーパーレス化が難しく、どうしても大量の

紙を使用してしまいます。

　そこで、ほぼ全ての紙を裏紙またはメモ用紙として利用し、フル活用してからシュレッダーにかけ

て廃棄しています。

　また、資料を保存する場合も、コピーをとって残すのではなく、PDFデータとして保存し、原本は

裏紙として利用します。

　1文字でも間違えると印刷し直しになる書類が多いため、出来るだけ、間違わずに入力するよう

にしていますが、何度も印刷し直して、心の中で地球に謝る時があります。

　そういう時は、テレビやエアコンの使用を控えたり、別のエコで、調整しています。

日時：

場所： ＹＭＣＡリトリートセンター

寺内陽子寺内陽子寺内陽子寺内陽子YYYY''''ssss

　我が家のエコについては１０年ぐらい前からいろいろと考えていました。

　その当時、冬期は電気、ガス、灯油を使用していましたが、あまりにも金額が高くつくので、ワイズ

で知り合った友人の電気屋さんに相談したらガスも灯油もやめて電気だけ（オール電化）にすれば随

分経済的になることを知り平成18年6月にオール電化にしました所、思っていた以上に快適な生活を

しています。

　出来たら皆さんにもオール電化をお奨め致します。

渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫YYYY''''ssss
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３.京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力

のお願い

　京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力

のお願い

　夏季利用の前の準備ワークを下記日程で予定してお

ります。今年も多くの方が利用されます。利用者が安全

に快適に、活動できるよう準備いたしたく、ご協力の程よ

ろしくお願いいたします。

実施日　２０１２年６月２４日(日)

　　　　　集合　午前９時３０分　　　　解散　午後３時頃

内容　草刈・施設清掃・整備など

お問い合わせ　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局

藤尾　　電話(０７５)２３１－４３８８

４.京都ＹＭＣＡサバエ教育キャンプ場設営ワークご協力

のお願い

　サマーキャンプの季節が近づいてきました。たくさんの

子ども達がサバエ教育キャンプ場で貴重なひと時を過ご

し、成長する事が出来るのも長年にわたるワイズメンズ

クラブの皆様のお支えの賜物と感謝致しております。今

年も以下の日程で設営ワークを予定しております。皆様

のご協力をお願いいたします。

実施日　２０１２年７月１日(日)、　７月８日（日）

集合　　午前８時３０分(サバエ教育キャンプ場滋賀県近

江八幡市)

解散　　午後３時(サバエ教育キャンプ場滋賀県近江八

幡市)

※ 昼食をＹＭＣＡで用意させて頂きます。

※ まもなく詳しい案内を各クラブにお配りします。恐れ入

りますが、ご参加いただく人数を６月１３日（水）までに

ＹＭＣＡサバエキャンプ場　担当　中村　までお知らせく

ださい。

電話(０７５)２３１－４３８８　　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０

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６５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　６月１６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

１.公益財団法人京都ＹＭＣＡ第１回会員協議会のご案

内

　公益財団法人京都ＹＭＣＡでは、すべての普通会員を

対象とした会員協議会を開催いたします。会員協議会

は、ボランティアグループメンバーやボランティアリー

ダーなどの基本会員、ワイズメンを含めた維持会員（Ａ・

Ｂ）すべての人を対象としたイベントです。

　この会では、ボランティアグループの日常の活動紹介

や各種表彰などを行い、京都ＹＭＣＡに集まる人々の

様々な活動を知るとともに、会員相互の交流の場として

行われるものです。

　この日はワイズメンも京都ＹＭＣＡの維持会員としてＹ

ＭＣＡのボランティアやリーダーなどと一緒に会員協議

会を盛り上げていただきたいと思います。

　多くの方のご参加をお待ちしています。また当日プログ

ラムで例年総会で行ってきた各クラブの年間奉仕に対す

る感謝状をお渡ししますので、会長もしくは代理の方の

参加をお願いします。

　開催日時　：　２０１２年６月２２日（金）　午後７時～９時

　会　　場　：　京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

　会員協議会内容

　　発　　表　：ボランティアグループ、リーダー、ワイズ各

活動紹介　他

　　表彰感謝　：　ＹＭＣＡポスター原画公募入選作品表

彰

　　　　　　　　　　継続会員表彰、ＹＭＣＡ同盟表彰、ワイ

ズメンズクラブ感謝

　　報　　告　：　東日本震災救援復興事業報告、京都Ｙ

ＭＣＡ事業報告、決算報告等

7777月月月月

24242424日日日日

27272727日日日日 （（（（水水水水））））

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、デイキャンプ

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　　ｃａｍｐmoushikomi＠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、幼児わくわく体育教室

　　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）

20202020日日日日

27272727日日日日 （（（（金金金金））））

25252525日日日日 （（（（水水水水））））

（（（（金金金金））））

11111111日日日日 （（（（水水水水））））

（（（（日日日日））））

1111・・・・8888日日日日 （（（（日日日日））））

7777日日日日 （（（（土土土土））））


