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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。

地域奉仕地域奉仕地域奉仕地域奉仕・・・・環境事業委員長環境事業委員長環境事業委員長環境事業委員長　　　　清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和

わたしたちは　見えるものにではない　見えないものに目を注ぐ。

見えるものは一時的であり　見えないものは永遠に続くのである。

ワイズデーは外部に活動内容をアピールするよい機会です。行政・他団体と積

極的に関わりを持ち、幅広く広報されるような活動を行いましょう。

　今期地域奉仕・環境・ウエルネス事業委員長に就任いたしました清水寿和です。宜しくお願い致します。入会して

2年目での委員長なので至らぬ所が多々あると思いますが、お許し下さい。

　委員会事業は、例年の活動を踏襲して行う予定です。トップスの地域奉仕のメインは、何といってもぐんぐんハウ

スさんとの交流だと思いますので、力を入れてやりたいと思います。今期は、献血にも力を入れていきたいと思いま

す。京都にある献血センターに行って採血して頂くのが基本ですが、車で行きにくい場所が多いので開催場所を随

時アピールしていきたいと思います。１年間で1万CCを目標としますので、ご協力宜しくお願い致します。環境事業

におきましては、毎月例会時に環境目標を発表します。頭の片隅でもいいから記憶に留めて頂き、実行して頂きた

いと思います。ウエルネス事業は、三条YMCAで開催することを基本において委員会で調整していきます。

　さて、今期は西日本区地域奉仕・.環境事業主任としてトップスクラブから笠井ワイズを輩出しております。我が委

員会あげて笠井主任をバックアップする所存でございます。忙しい中、西日本を駈けずり廻られる笠井主任を、今

期末には何とか男にしたいと意気込んでおります。西日本区地域奉仕・環境事業委員会の主題「出来る事から始

めましょう」は、まさにトッブスクラブの今期のCS事業とマッチしているので、各事業に全員で参加してクラブの結束

を固め、笠井主任を男にしようじゃありませんか。

　最後に、大成功だった京都部部会の締めの「世界でひとつだけの花」を合唱していた時、舞台の角に船木京都部

部長が手をつなぎながら出て来られました。しばらくすると、坂下京都部CS主査（京都めいふる）が舞台の角の船

木部長の横へ上がられひとつの輪となりました。そのシーンを真正面で見ていた私は、とても感動し、今年の船木

京都部部長期は、地域奉仕・環境がメインだったと言われる様にしなくてはいけない、と何故か強く思いました。

「「「「笠井主任笠井主任笠井主任笠井主任をををを男男男男にしようにしようにしようにしよう。」。」。」。」
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ウエスティン都ホテル京都
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同志社大学新町校舎

2012年10月12日

ﾘﾋﾞﾝｸﾞバー

10月12日。トップスが全精力をあげて取り組んできました京都部部会の大成功を祝したいと、例のごとくリビングバー

で盛大な打ち上げパーティーを開催致しました。

思い起こせば1年半前から実行委員会として活動してきてこの日を笑顔で迎えられたのが本当にうれしかったです。

実行委員をはじめ、出席された方全員からひとことづつコメントを頂き、本当にトップスの皆さんの力で成功を納めた

のだと実感致しました。年齢も職業も異なる方々と一つの目標に向かってご一緒できた事は私にとって良い経験にな

りました。

　10月10日（水）Yサアワー例会が開催されました。

　ゲストは、生野阪和部部長、パレスクラブよりミスターFACE　BOOK人見Y’S、メンバーゲスト出口様（2回目）・渡部メ

ネット、YMCAリーダー6名のゲストを迎えての例会でした。

　会長挨拶、グルスケの説明、委員会報告後、食事の中でのアワーで例年ですとYMCAリーダーの活動報告だけで分

からない部分がたくさんありましたが、今回は女性リーダー6名を迎え、各テーブルに1名を迎えてのディスカッション

で、水泳や体操又障害を持った子供たちと行動を共にし、楽しかった事や嬉しかった事また悩んだ事等のお話を聞

け、リーダーの素顔が見えた様に感じました。HBではリーダー3名おられ、会長のサイン入りのバナレットをお渡し記

念になったのではないでしょうか。毎年この様なYサ例会があればいいなっと感じました。

　千賀Yサ委員長ご苦労様でした。
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スイッチオフ！！　少しの行動が　エコ運動

岩田正治

　「私の流儀」の原稿依頼を頂いて色々と考えていたのですが、私が一番していることは、人を信じて行動に移す

ことです。

 だから常に、仕事をするのではなく、人と仕事をしていく。今迄に色々とお金の勉強もしましたが、良い方向に行

くことの方が多かったです。

　その為、人からは「運が良いだけ」とよく言われましたが、確かにそのとおりだと思います。言い訳をさせて頂け

るなら、私自身「運が良いだけ」と言われた方よりは、人を信じて行動に移したから今の私があるのだと思います。

　「トップスクラブ」に入会して、凄い人ばかりなので、他の方の流儀を参考にこれからも自己研鑽をして、人を信

じて行動を移していきます。

 これから不器用な私ですが、宜しくお願いします。
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　私の流儀と構えて考えるとあまり思いつかないんですが…日常心掛けていることは何事にも真面目に一生懸命

に取り組もうとしています。それは仕事でもあり遊びでもあります。

　人が一生懸命に何かに取り組んでいる姿を見ると頼もしく美しく見えます。男の背中は大きく頼もしく見え、女

の背中は愛らしく美しく…その姿は譬えようの無いくらい輝いて見えます。トップスクラブには幾人もそんな人がい

るように思います。私は人を見てまだまだ学ぶ事も有り一人前ではありませんがメンバーたちと研鑽しあい志気を

高めていきたいと思います。それと今、生かされていることに日々感謝して毎日を過ごしています。

　ご先祖様に感謝！家族に感謝！出会いに感謝！　お疲れ様です！！

森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実YYYY''''ssss場所：
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　極貧の幼少時代を過ごし２０代の時はその極貧度が更に増しました。（笑）そんな時白昼夢をリストにしてノート

に書いていましたが、そのノートが偶然出てきて２０年ぶりに見ました。驚いた事に極貧の時代に白昼夢だった約

１００項目の内、なんと８０項目以上が、既に実現していました。目標設定の原理原則を学習したのは確かです

が、振り返って考えてみると、物事が好転したターニングポイントがありました。それは「感謝の気持ちを持つ習

慣」を身につけた事です。具体的には、今自分が生かされている環境全て（ご先祖、親兄弟、家族、社員、お客

様、家、車、仲間・・・）に対して「感謝リスト」を作り、毎日そのリストを見て心の焦点を合わせて感謝しています。

私の流儀と言うほどではありませんが、ありがたい事があって感謝するのは当然ですが、何も無くても常に「感謝

の気持ち」を持ち続ける事です。

　１０月２１日（日）、晴天のもと開催されたぐんぐんハウスの「ぐんぐんミニ秋祭り」に模擬店参加してきました。

　今年の秋祭りは、ショートステイ事業の開始が目前にせまっているということで例年より規模を縮小したものになり、ステージは

設置されませんでした。

　トップスは、今年も「やきいも」での出店で参加しました。金曜日に笠井ワイズの会社で「やきいも」の器材を預かり（笠井ワイズ

は九州部会出席のため欠席に）満載の車で午前９：００の集合時間にぐんぐんハウスに到着しました。ミニ秋祭りということで１１：

００から１４：００の３時間なので、焼き上がりの時間の短縮のため一度ゆでてからやきいも器で焼きました。晴天で温度も高かっ

たせいか最初はなかなか売れず、どうなることかと心配しましたが、ひと箱（５㎏）のさつまいも８箱を焼いて「秋祭り」を終えまし

た。

　ラーメン、たこ焼き、コロッケ、フランクフルト、炊き込みご飯、ビール・ジュース等の模擬店でお昼ごはんいただき、バザーでの買

い物をして一日を過ごしました。

　参加メンバーの皆さん暑い中の作業ありがとうございました。

渡部ワイズ、メネット、藤田ワイズ、廣田ワイズ、西浦ワイズ、清水ワイズ、倉ワイズ、舞田ワイズ、寺内ワイズ、コメット、森田の１

１名参加でした。
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陶板名画の庭

地域奉仕献金解読例会 クリスマス例会：木村ＹＳ

：小林ＹＳ ｵｰﾀﾑﾌｪｽﾀ：未定

ワイズデー：にい山ＹＳ 私の流儀：石田ＹＳ

　　　　：乙坂ＹＳ

ＩＢＣ交流：巴山ＹＳ

私の流儀：倉ＹＳ

　　　　：加藤信一ＹＳ

　　　　：西浦ＹＳ

４．スキーキャンプ・デイキャンプ・鉄棒・とびばこが好き

になる教室　会員優先受付

①スキーキャンプ・デイキャンプ

１１月７日(水)～８日（木）午前１０時～午後６時　お電

話にて受け付けます。※日曜除く

　　電話(０７５)２３１－４３８８

ただし上記期間に限りＦＡＸ・Ｅメールでも受け付けま

す。(２４時間)

　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０　E－mail

campmoushikomi＠kyotoymca.or.jp

１１月９日（金）午前１０時からは会員外の方の受付が

開始されます。お電話のみの受け付けとなります。

　　　お問い合わせも上記お電話まで。

② 鉄棒・とびばこが好きになる教室

　　会員　１１月８日(木)午前１０時～

　　会員・一般　１１月８日(木)午後２時～

　　お問い合わせ・お申込み　電話(０７５)２５５－４７０９

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７０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１１月１７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　京都ＹＭＣＡ　(０７５)２３１－４３８８

　　　　　　　　　　　　またはvb@kyotoymca.or.jp

ヘッド：牧野会長

ゴルフコンペ：幡山ＹＳ

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

１２月号 １月号

２．リトリートセンターオータムフェスタ

  森の中で美味しいお店がお待ちしています。

都会の雑踏を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽

しみください。

  自由参加型プログラムとして綱引き大会などリトリートセ

ンターを使った楽しいプログラムを用意致しております。

  日   時    ２０１２年１１月２５日(日)   午前１１時（開会）～

午後３時（閉会）

  場   所    京都ＹＭＣＡリトリートセンター   電話（０７７４）２

４－３８３８

  入場料  チケットをお求めください。（大人2，000円  小学

生1，000円  幼児 無料）

　　　　　　　　※各クラブ、ＹＭＣＡ三条本館でチケット販売

致しております。

    駐車場無料

京都駅、京阪宇治駅、ＪＲ宇治駅よりマイクロバスあり〔予

約制〕

　お問合せ　(０７５)２３１－４３８８

１．世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷集会

　毎年１１月第２週は、世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週として、

同じ日に全世界に広がる両団体で熱い祈りがささげられます。

京都ＹＭＣＡでは、今年も昨年につづいてＹＷＣＡと合同でテーマ

に添った課題をとり上げ共に考える会をもちます。

　２０１２年世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週テーマ

「暴力に勝利はない－人権と尊厳の尊重を目指して－」

　

２０１２年京都ＹＭＣＡ・京都ＹＷＣＡ合同企画プログラム

　　テーマ「日本在住フィリピン人の20年　～妻として、母として～

―女性と子どもへの暴力・移住女性の視点から―」

　

　ゲスト： 在日フィリピン人女性(京都パグアサコミュニテイ、ハワ

ク・カマイ・フクシマから)

　日　時：１１月１７日（土）　午後5時30分～午後8時

　場　所：京都ＹWＣＡホール(上京区室町出水上ル・地下鉄丸太

町駅下車　北へ徒歩8分)

　参加費:５００円(学生３００円)　[含む軽食代]

お申込み・お問合せ　京都ＹＭＣＡ　(０７５)２３１－４３８８

３．国際協力募金街頭募金にご参加を

  １１月４日(日)は京都ＹＭＣＡ国際協力街頭募金の日

です。このプログラムは京都ＹＭＣＡ国際協力キャン

ペーンの一環として行われます。世界の諸問題に取り

組む一つの機会として、是非ご参加・ご協力ください。

 日　時　　２０１２年１１月４日（日）

　　１２：３０　　京都ＹＭＣＡ　三条本館に集合

　　　　１２：４５　各地点へ移動開始

１３：００～１４：４５　　街頭募金

募金場所：三条河原町、三条大橋、四条河原町、四条

烏丸、京都駅等

１５：３０　　募金集計終了後、解散（京都ＹＭＣＡ三条本

館）

☆雨天決行　警報の出る可能性のある場合の実施に

ついては当日午前10時に判断します。

　　　　　　天候不順の場合は事務局(０７５－２３１－４３

８８)にお問い合わせください。

☆当日昼食を済ませてご参加ください。

場所： 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：千賀ＹＳ

日時：

　　　　：八木ＹＳ


