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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

（（（（日日日日）））） サバエサバエサバエサバエ開設開設開設開設ワークワークワークワーク （（（（水水水水）））） 納涼例会納涼例会納涼例会納涼例会

（（（（水水水水）））） キックオフキックオフキックオフキックオフ例会例会例会例会 24242424～～～～25252525日日日日 青青青青いいいい空空空空とととと白白白白いいいい雲雲雲雲ののののキャンプキャンプキャンプキャンプ

（（（（日日日日）））） リトセンリトセンリトセンリトセン夏季準備夏季準備夏季準備夏季準備ワークワークワークワーク （（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会

（（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会
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Go Ye Into All The WorldGo Ye Into All The WorldGo Ye Into All The WorldGo Ye Into All The World　　　　　　　　　　　　　　　　全全全全てのてのてのての世界世界世界世界にににに出出出出てててて行行行行こうこうこうこう

Let us join handsLet us join handsLet us join handsLet us join hands!!!!　　　　　　　　さあさあさあさあ！！！！手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってってワイズワイズワイズワイズのののの輪輪輪輪をををを広広広広げましょうげましょうげましょうげましょう！！！！

志志志志をもってをもってをもってをもって例会例会例会例会にににに参加参加参加参加しししし、、、、学学学学びのびのびのびの機会機会機会機会をもちましょうをもちましょうをもちましょうをもちましょう。　－。　－。　－。　－経験経験経験経験ががががワイズワイズワイズワイズをををを育育育育みますみますみますみます－－－－

髙坂訓会長主題髙坂訓会長主題髙坂訓会長主題髙坂訓会長主題：：：：

One step for big challengeOne step for big challengeOne step for big challengeOne step for big challenge

（（（（大大大大きなきなきなきな挑戦挑戦挑戦挑戦へへへへ一歩一歩一歩一歩ずつずつずつずつ）　－）　－）　－）　－あたえようあたえようあたえようあたえよう感動感動感動感動――――

会会会会 長長長長 ：：：：

副副副副会会会会長長長長：：：：
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7777月号月号月号月号

Start Future NowStart Future NowStart Future NowStart Future Now　　　　　　　　　　　　　　　　未来未来未来未来をををを始始始始めようめようめようめよう、、、、今今今今すぐにすぐにすぐにすぐに

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

通巻229号

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題

書書書書 記記記記 ：：：：

メネットパワーメネットパワーメネットパワーメネットパワーをををを結集結集結集結集しししし、、、、感動感動感動感動をわかちあいましょうをわかちあいましょうをわかちあいましょうをわかちあいましょう！！！！

会会会会 計計計計 ：：：：

いつも、塩で味付けされた快い言葉で語りなさい。そうすれば、一人一人にどう答える

べきかがわかるでしょう。

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

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。

　2013～2014年度京都TOPSワイズメンズクラブ20期会長の高坂 訓です。入会してから現在にいたるまでに5名

の会長のもとクラブライフを楽しみ活動してまいりました入会一年目15期会長 平間正昭  主題:スカッと爽やか い

つも笑顔で！二年目16期会長 廣田 隆治 主題:思いを込めて 分かち合いと奉仕に感謝  三年目17期会長 倉 卓

也 主題:あしたのために 一歩一歩を大切に 四年目18期会長 東田 吉末 主題:ONE STEPBEYOND！ 五年目19

期会長 牧野 篤文 主題:TOPS力の結集と歴代会長がその時その時のクラブを考えスローガンを掲げメンバーと

共に一年間を乗り切り前進いただいたからこそ現在のTOPSクラブが存在するとおもいます。

　私は今期20期会長としてOne stepfor big challengeの主題のもと新たなチャレンジをしTOPSクラブのメンバー全

員で感動を分かち合いベクトルを一つにさせたいと考えております。その為には未来を想像する事と過去の歴史

をさかのぼる事が大切だと思います京都YMCAはまもなく125周年をむかえます。125年前300年前はどうだったの

か？人間のじみょうが約30才とされてました。現在では80才に迫る勢いです。100年後は150才まで行くのか？事

業において考えても当時は蒸気機関車などが盛んに作られておりましたが現在では新幹線やリニアモーターカー

といった様に変化に対応した物だけが生き残り発展しております。

　現在300年の歴史をこえ存続している会社は0,01%とされております。私達TOPSクラブも30年50年後を見据え更

なる発展が出来ればと思います！具体的に何時までに何をどうするのかその結果何を得る事が出来るのか？私

は凄く楽しみです、近い将来トップスクラブがNO1となり人に感動を与え続けるクラブとなる事を信じ一年間頑張り

走り抜き次年度へとバトンを繋げようと思っております。今期大きなチャレンジとして！年内50名体制！来年4月

には100人例会を実現させようと考えておりますのでメンバーの皆様ご協力の程よろしくお願い致します。全員で

喜びと感動を分かち合いましょう、そしてビッグクラブをつくりあげましょう最後になりましたがYMCAの皆様そして

ワイズメンズクラブのメンバーの皆様一年間どうぞよろしくお願い致します。

会長会長会長会長　　　　髙坂 訓髙坂 訓髙坂 訓髙坂 訓

8888月月月月

ベクトルベクトルベクトルベクトルをををを一一一一つにつにつにつに

Kick-off

EMC-C

MCのCはConservation。クラブの健全な運営をチェックして、メンバーの満

足度を高め、入会者の目線で魅力のあるクラブづくりをめざしましょう！

10101010日日日日

14141414日日日日

25252525日日日日

28282828日日日日



2013年6月15日

ウエスティン都ホテル京都

2013年6月9日

京都YMCAリトリートセンター 清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和YYYY''''ssss

石田博紀石田博紀石田博紀石田博紀YYYY''''ssss

日時：

場所：

　いや～ほんとに感動的でしたねぇ～！牧野期三役として盛り上げるべく４月より計画を練って参りました。

　引き継ぎで恒例になっているビデオメッセージは、牧野会長の知られざる一面がご家族の方から赤裸々に語られ、

昔から変わられてないところもあり、また意外な一面もあり、より一層大きな漢を感じさせられました。

　昨年７月より、三役としてお供させて頂き、スタート直後に大きな手術をされたにも関わらず京都部部会ホストクラ

ブとして果敢に挑戦され、『会長』という重圧に耐えておられる中、我々には明るく気遣って頂いた事が私にはとても

印象的な一年でございました。

　例会も終盤になり高坂次期会長にバトンタッチした後の牧野会長の晴れやかな声と、きらびやかなダンスがこの一

年のご苦労を物語っていると感じました。ほんとうにお疲れさまでございました！

　キックオフ例会にて第20期高坂会長の一年が始まります。また様々まドラマが待ち構えていると思うと楽しみな反

面不安も隠せませんが、牧野会長に教えて頂いた『明るく、楽しく、元気よく』で乗り越えて行きたいと思います。

　今期も宜しくお願いしま～す♪

河合博之

　初めまして、加藤隆司YSのご紹介で入会させていただきました河合博之です。1969年1

月21日生まれの44歳で、　趣味は京都サンガFCの応援、夢は全試合観戦の全国行脚で

す。

　昨年11月にお客様の目線で適切な活用方法をご提案する「不動産の総合診療医」を

目指し、不動産コンサルティング業を起業いたしました。

　私のモットーは、「損得で判断するより、善悪で判断すること」です。こんなモットーで自

営が務まるのか些か不安ではありますが、トップスクラブでの人との出会いを大切にし、

モットーを曲げずに新しい自分を発見できたらと思います。

　これから、宜しくお願い申し上げます。

　６月９日(日)、あまり暑くないはな曇りのもと、リトセンにおいてぐんぐん

焼肉交流会が、開催されました。ぐんぐん仲間３４名、職員１９名、トップ

スメンバーメネット１８名の総勢７１名で、楽しく交流いたしました。

　怠慢CS委員長の即席の役割分担にもかかわらず、参加メンバーは抜

群のコンビネーションで各持ち場を全うしていただきました。午前中は、

山登り・ボール遊び・似顔絵かきの３グループに分かれ、それぞれトップ

スメンバーが混じって交流いたしました。正午からメインの食事タイムで、

焼肉・焼きトウモロコシ・おにぎり・塩焼きそば・ソース焼きそば・ピザ(マル

ゲリータ)をトップスメンバーが心を込めて調理致しました。ぐんぐん仲間

の食事時間が延長するほどおいしく召し上がって頂きました。

　食後は、ビンゴゲーム大会を行い牧野会長のテンポの良い進行で、お

おいに盛り上がりました。最後は、ぐんぐん仲間と職員さんとトップスメン

バーで一つの輪になり、一緒に歌を歌いました。メンバーひとりひとりに

手作りのプレゼントを頂き、また来年も頑張ろうと心の底から思いました。

女性の皆さん(渡部メネット・笠井メネット・小林ワイズ)の手際の良さに

は、つくづく感心いたしました。

　食事の準備の最中に千賀Ｙサ委員長(鼻の下が伸びていた)が、たまた

まワークで来場されていたリーダー(女子学生)１０名を食事に誘ってはど

うかと打診があり、船木京都部部長の計らいのもと参加していただきまし

た。リーダーの皆さんも良い体験が出来、千賀委員長も気持ちよく帰って

頂けたのではないかと思います。

日時：

場所：



2013年6月22～23日

ウエスティン名古屋キャッスルホテル

　皆さん、こんにちは。トップスクラブの巴山です。私は、建築設計の仕事をしております。

　理想的には、施主さんの希望する住み方（提供したい事）のイメージを汲み取り現実的な条件を満

たした、お家（建物）を形として提案し具現化する仕事です。

　平たく言えば、【いいね】を提供する仕事です。

　又、常日頃そうありたいと思っておりますが、実情はまだまだ道半ばであります。建物計画に関する

お悩み・ご相談はなんでも承ります。

　機会があれば「あっそうだ、巴山がいるじゃないか」と思い出して下さい。

乙坂優次乙坂優次乙坂優次乙坂優次YYYY''''ssss場所：

石飛七夫

日時：

野原裕隆

株式会社野原光学（メガネのノハラ）・・・・・メガネ・サングラス、補聴器の販売

　店舗　　京都 ・ 本店（太秦安井店）、京都ファミリー店、イズミヤ白梅町店、イオン洛南店、イオン

モール京都五条店（旧ハナ店）、滋賀 ・ フォレオ大津一里山店

　昭和２５年の創業以来、京都の眼鏡専門店としてお客様の“より豊かな視生活”をご提案してまいり

ました。

　商品をただ販売するだけではなく、それがお客様の為になるかを常に考えることで信頼関係が築

かれてきたと自負しております。当社の強みは、お客様の“心地”を最優先に考えた商品セレクトと鮮

度の高い情報提供、そして商品の価値を最大限に活かせる為のトータルなコンサルティングセール

スです。

　現在は、情報力・技術力・アフターフォローを重点に取り組み、＜お客様満足度ＮＯ.１の眼鏡専門

店＞

を追求しております。

　富士山が世界遺産に登録され日本の心のシンボルが、ようやく世界に認めれられました。私の仕

事は旅行代理店業です。

　大学時代の添乗アルバイトから今日まで40年あまりこの職に携わってきました。色々な場所へ訪れ

ましたが、日本ほど四季がありその時その時の感動を与えてくれる美しい国は、ありません。

　私は旅行とは現実の生活の時空から抜け出し癒しの時空へ人生のひと時を満喫するものだと思い

ます。それには日本には充分満喫させてくれる場所がたくさんあります。自分の趣味趣向に合わせ

て美しい日本を探訪してみてください。その様な機会があれば連絡下さい。

　あなたのニーズにあった旅行を企画さて頂きます。海外旅行も企画できます。

巴山直久

　前日までの雨が「嘘みたい！」と思わせるような青空に、国宝『名古屋城』の金鯱が光り輝くお膝元で、第16回西日本区大会

が開催されました。参加者は820余名を数え、メイン会場の能楽堂の定員630人を大幅に超える盛況ぶりでした。我がトップスか

らも、今までに例のない30名近いメンバーが参加し大会盛り上げの一翼を担うことが出来たように思います。

　オープニングの京都部バナーセレモニーでは、船木順司部長が部旗を掲げて舞台袖の橋懸りから登壇、高瀬稔彦理事代理

と共に、同じく橋懸りから登壇する各クラブ会長と固い握手を交わす光景に感動を覚えました。特に牧野篤文会長が登壇した

時に、元気印そのままの一際大きな声援が飛び交ったのが印象的でした。「会長！　一年間本当にお疲れ様でした！」

　今期のメモリアルアワーは特に感慨深いものになりました。期の初めに私にとって、ワイズの師の一人『正村公一』ワイズ、期

途中で『成瀬晃三』理事という相次ぐ身近な方がご逝去されたことは今でも惜しまれてなりません。心よりご冥福をお祈り致しま

す。只、会場で正村ワイズの奥様とお嬢様にお逢いできたことは何よりの慰めでした。

　２日目に予定されていた『奈良傳賞』が、サプライズで1日目に披露されました。受賞者は宝塚クラブの『三品ミチ子』ワイズ、

ワイズ歴31年で大阪クラブ時代に区や部の要職を務められた方です。将来はトップスからも…………。頑張りましょう！！

部長報告では、多くのクラブを有する部の長として各クラブの活動をパワーポイントで、限られた時間のなか2枚の写真と船木

部長の明瞭且つ力強い口調で報告され、京都の元気を他部に知って頂く良い機会になったと思います。「部長！ お疲れ様でし

た！ あと1年、直前部長で頑張る姿が目に浮かびます」

　1日目の〆は、狂言が用意されていたのですが、ホテルチェックインのため会場を後にし、森田茂実ワイズと渡部與志夫ご夫

妻と共に倉卓也書記が手配してくれた名古屋ビーズホテルへと向いました。

　２日目は少し遅れて、聖日礼拝の終盤頃に会場に入りました。当日はい

よいよ「蚊やで！」と主任からクレーム、でもやはり高瀬理事代理も認め

た『ミスターモスキート』笠井俊明ＣＳ主任の出番、献金額倍増の活動を

含む報告と表彰です。残念ながらトップスはＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦの各ベスト10へ

の入賞は叶いませんでした。笠井主任さんゴメンなさい。唯一トリプル達

成賞を頂きました。笠井主任もあと1年、宜しくお願いします。

　２日目のメインは理事引継式。故成瀬理事の代役を浅岡直前理事が務

められ、高瀬稔彦理事に無事引継がれました。今回より立会人が森田恵

三ご夫妻から吉本貞一郎・佐藤典子ご夫妻にバトンタッチされ若返りが図

られたこと、そして高瀬稔彦理事の挨拶の中に『ミスターモスキート・笠井

主任』と『京都トップスクラブ』の名前が出てきたことを申し添えておきま

す。勿論、良い意味での名指しでした。

　他に獲得した表彰は、理事表彰の優秀クラブ賞とＹサ献金100％達成

賞・ＥＭＣ優秀賞・出席率90％獲得賞・青年会員獲得賞で計6件、ファン

ド・交流・広報・メネット各事業の賞が頂けなかったのが残念です。



メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 6 月 円 6 月現金 円 6 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット 名

ゲスト 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

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

４.オリエンテーション講座　～京都ＹＭＣＡの願いと会員

活動をよりよく知っていただくために～

　この講座は、維持会員ＢとしてＹＭＣＡ活動を積極的に

担っていこうという意欲のある方を対象に、ＹＭＣＡにつ

いての理解をより一層深めてもらうための講座です。

　日時　２０１３年７月２９日(月)　午後７時～９時

　場所　京都ＹＭＣＡ　三条本館　２０１号室

　対象　京都ＹＭＣＡに入会して１年以上の方で定款に

定められた目的に賛同し維持会員Ｂとなる志のある方

申し込み方法　７月２６日(金)までに　申込書に必要事

項をご記入の上　ＹＭＣＡ受付またはＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌ(申

込用紙にある事項を)でお申込みください。

お問い合わせ　会員部０７５－２３１－４３８８

43 1,164

２.公益財団法人　京都ＹＭＣＡ第２回会員協議会が開催

されました。

　６月２８日会員協議会が開催されました。予算、決算、

事業計画、事業報告のほか、日本ＹＭＣＡリーダー認証

や各ワイズメンズクラブ会長への感謝状贈呈がありまし

た。

３.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集中！

　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、まずはお電話にてお申し込みく

ださい。

各プログラム定員になり次第キャンセル待ちとなりま

す。

　キャンプ・デイキャンプ　電話　　０７５－２３１－４３８８

（お問い合わせも左記電話まで）

　

夏季集中水泳講習会・平泳ぎチャレンジスイミング、鉄

棒・とび箱が好きになる教室・

幼児わくわく体育教室　電話　０７５－２５５－４７０９（お

問い合わせも左記電話まで）

スススス ママママ イイイイ ルルルルBFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト
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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78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　７月２０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

月月月月
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831,895

１.リーダー研修が始まりました。

大学生ボランティアリーダーに１・２回生４０名が登録し、

トレーニングが始まりました。６月１日～２日リトリートセ

ンターにおいて一泊二日で新人、経験リーダー９５名

が、経験に応じＹＭＣＡ理解、リーダー論、グループワー

ク、子どもの発達理解、現代社会の諸問題、国際理解

教育などの研修を行いました。今後、救急法や発達障

がい、キャンプなど専門別トレーニングを受けながらそ

れぞれの配属に応じ、子どもたちのリーダーとして活動

を始めます。リーダー養成のための奉仕活動基金への

募金よろしくお願いいたします。

28,350 153,000
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