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　怠け者の道は茨にふさがれる。正しい人の道は開かれている。

各クラブ役員は例会にメネットを誘いましょう。

Have Fun With Menettes（ メネット共に楽しく）

牧野期牧野期牧野期牧野期　　　　EMCEMCEMCEMC委員長委員長委員長委員長としてとしてとしてとして。。。。
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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。

EMCEMCEMCEMC委員長委員長委員長委員長　　　　八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史

　皆様、こんにちは。　今期、EMC委員長を勤めさせて頂くことになりました、八木薫史です。

私もこのトップスクラブに入会させて頂いてから、4年目を迎え、またしても大役を仰せつかり、緊張と共

に、気持ちが引き締まる思いでおります。今期も始まり、すでに3ヶ月が過ぎようとしておりますが、EMC

事業の一環である、メンバー増強に難しさを感じながらも、諸先輩方から色々なお話を聞き、教えて頂

きながら今期掲げた目標である増員10名を目指し、突き進む覚悟でございます。

　また、話は変わりますが、本年は東日本大震災が東北を襲い、すごくたくさんの方が被害に遭われる

という、とても悲しい出来事も起こりました。自分一人ではなかなか実際に行動を起こすということは難

しいことだと思いますが、トップスクラブの仲間、また、YMCAという団体を通じて自分には何が出来るの

かという事を考えながら、今期、会長を務めてくださる牧野会長のお役に立てる様にがんばりたいと思

います。

　本当に何も出来ない私ですが、皆様方のお力添えをよろしくお願い致します。
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ウエスティン都ホテル京都

2012年8月1日

上七軒北野会館

2012年7月7日

平わ

日時：

場所： 倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也YYYY''''ssss

石田博紀石田博紀石田博紀石田博紀YYYY''''ssss

　8月1日（水曜日）、トップスクラブの8月納涼例会が開催されました。

　屋外での開催でしたので当日のお天気が心配でしたが、クラブの皆さんの日ごろの行いが良いためか雨も降らず良

い気候での例会となりました。

　ここ数年のトップスクラブの納涼例会はホームグランドのウエスティン都ホテルのビヤガーデンにて行っておりました

が、今年はなんと上七軒のビヤガーデンでの開催となりました。上七軒と言えば祇園と共に京都を代表する花街です

のでビアガーデンにもかわいらしい舞妓さんが客席をあっちこっち廻っておりました。会場が歌舞練場の庭でしたので

提灯などもぶら下がり雰囲気も良かったです。

　そして今回何よりもうれしかったのが、牧野会長の復帰を祝う例会になったことです。当初体調を崩され今回の例会

は入院中となり欠席の予定でしたが、術後の経過も良く担当医の素晴らしい医療技術と牧野会長の素晴らしい回復力

でこの例会への参加が可能となりました。

　『牧野会長の快気祝いと京都部部会成功を願って』というのと、気温が1度上がるとビールが東京ドーム何杯……と

いう髙坂次期会長の乾杯の発声で始まり、おいしいお酒と美味しい料理と楽しい会話で大いに盛り上がりました。

　宴もたけなわ中締めを迎え、その後クラブのメンバーはそれぞれ2次会に夜の花街へと消えてゆきました。

牧野和子牧野和子牧野和子牧野和子YYYY''''ssss
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日時：

日時：

場所：

今期メネット会長を務めさせて頂きます牧野和子です。よろしくお願い致します。

まだまだ暑い日が続きますが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょか・・・

　さて、先日７月７日（土）１７時より酒宴料理平わにおいて第１回京都トップスクラ

ブメネット会を開催させ頂きました。お忙しいにもかかわらず、１４名（メネット１１

名、メン３名）も参加くださり有難うございました。美味しいお食事をいただきながら

終始和やかな会になりました。これを機に、メネットの一員として一生懸命楽しく頑

張りたいと思いますので、何分未熟な私ですがメネットの皆様、又メンの皆様のお

力添えを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

　8月8日京都部部会リハーサル例会。皆様、おつかれさまで御座いました。

　各ブロックごとに意見を出し合い、9月9日・・もうすぐ！ですが部会に向けて有意義な会になったと思っております。

　アルファーステイション／ディスクジョッキーの前田彩名さんが部会の司会を受けて頂き、わざわざ例会にまできてく

ださいまして、僕も含めおじさま方々のそわそわした感じが忘れられません。

　この一年間と少し、京都部部会実行委員会で新山委員長筆頭に頑張って来ている中で、7月にも委員会を開催致し

ました。部会で嘉門さんのお好きなお酒を提供して頂ける中畝さんも同席して頂いていたので、他クラブの方とのクラ

ブのある方について熱く語ってしまいました。その中で、お酒が入ると強気な H 氏が、新山委員長に不満をぶつけてし

まい、妙な空気になってしまっている中で、委員長が沈黙を破りこう言い放ったのです。『実行委員会のみんなが、この

委員会で成長出来る事をわしは願ってんねや！』巴・・H 氏が泣き出しました。一同感動の渦の中です。 短いとは言え

ないこの一年ちょっと・・本当に勉強になり、なにより楽しかったです。

　部会では司会という大役を仰せつかりました。プレッシャーに潰されそうですが・・精一杯尽くしたいと思います。もう

時間がありません！

　このリハーサル例会で決めていきましょう！トップスーーー！ファーーイト！
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メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 8 月 円 8 月現金 円 8 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円

ゲスト 名 名

メネット・コメット 名 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
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寺内陽子

　私の流儀というか、大切にしようと心がけていることを紹介したいと思います。

　１つめは、ずるや悪いことをしない、です。ささいなことなのですが、ポイ捨てや信号無視、順番抜かしなど、誰

にも見られていなくてもしない。

　２つ目は、店員さんや役所の窓口の人に対して偉そうにしない、です。腹が立つこともたまにはありますが、お

互いに気持ちよく過せるように、丁寧な対応ができればいいなと思って気をつけています。

　３つ目は、身近な幸せに気づき感謝することを忘れない、です。無いものを数えて不満をもらすよりも、幸せに

生きられるような気がします。

　４つ目は、お酒に酔っても年下にはからまない、です。急に真面目じゃなくなりましたが、これを一番気をつけて

いるかもしれません。

　でも、ついつい、お酒を飲むと忘れてしまうんですよね。いつか逆セクハラで訴えられそうで怖いです。
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　「全ては心（認識）にある」と言う考え方を私は採用しています。

　「あげるからもって帰り」と言われて、コンニャク3個を持って帰る場合と、金塊3個をもって帰る場合とでは気持ち

の弾み方が大いに違うと思います。

　50ｋｇの人を抱き上げて、それがオバちゃんとお姉ちゃんではその重さが違っていると思います。例えそれが錯

覚であっても心には同じ効果があります。

　錯覚を積み重ねが人生なので、楽しい錯覚を積み重ねて人生を終えたいと思います。私は以前この考え方を

聞いて即座に採用し色々と楽になりました。

　よろしければ皆さんこの考えを使ってみてください。効果は絶大です。

河原正浩河原正浩河原正浩河原正浩YYYY''''ssss
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73,000 1,800

　神話の国と呼ばれる出雲に生まれて先日58歳になりました。

　学生時代、上阪して2年目を迎えた19歳の時、十二腸潰瘍で手術し生死を危ぶまれました。

　その時私は病床で周りの人に迷惑を掛けてしまい周りの人々に生きらされていると深く思いました。

　それまで、自分だけで生きている過信がありましたが、それ以来どんな時でも周りの人に、感謝する心を忘れ

ず、迷惑を掛けない気持ちを持つと強く思い生きてきました。

　でも最終的には人は一人では生きていけません。

　人は一人一人色々なルーツを持ち繋ぎ合いながら今を生きていると思います。

　ワイズに入会させて頂き新しい出会いが、今の私の生活に大きな位置を持つ様になっています。

　ロートルですが、皆様の足を引張らない様に頑張りますので、よろしくお願いします。

節電で、経費節約出来ました。大切なのは、意識づけ。

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド
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　7月27日（金）メルパルク京都にて、第1回EMC懇談会が開催され総勢77名で、TOPSクラブからは12名の参加でした。船木京都

部部長の開会の挨拶で始まり、為国EMC主査より趣旨説明、米村EMC事業主任より西日本区の現状の話の中で、京都部は他

部と比べると勢いがありうらやましいと言っておられました。

　会員獲得については、パレスクラブさんからは、新人メンバーに親睦会等の内容をすべて任せ、既存メンバーは口を出さず、自

主的に行動させまずドロップを出さないような趣向を考えられています又月1回のオエンテーションも開催され他クラブのメンバー

さんも勉強されている様です。グローバルクラブさんからは、ツーバイ例会の実施、各事業委員会でゲストを呼び決してゲストを

一人にさせない様にし例会後は、懇親会等で親睦を図り例会に参加しやすい雰囲気を作る様に又フェイスブック等でアピールさ

れています。トゥービークラブさんからは、定例のオリエンテーションを開催されEMCの小部屋と言って、メンバーの自宅で開催さ

れファミリーを交えての親睦をされています。

　お酒も入り、各クラブ代表による今期の方針発表があり、TOPSからは八木EMC委員長がテンパッテ話していましたが、早口な

ので何を言ているのかサッパリわかりませんでした。

　今回参加出来なかった新しいメンバーの方、第2回も1月に開催されますので、是非参加して下さい。閉会後はどうしたの・・？は

い、モチロン祇園町へ消えて行ったとさOK

日時：

場所：



部会ﾘﾊｰｻﾙ例会：野原ＹＳ Yサアワー例会：徳桝ＹＳ

京都部部会：岡田ＹＳ 交流懇談会：加藤隆司ＹＳ

新山兼市ＹＳ

私の流儀：宮尾ＹＳ

　　　　：牧野ＹＳ

京都部評議会：

　　　　：田頭ＹＳ

幡山章浩

びわこ部部会：笠井ＹＳ

私の流儀：藤田ＹＳ

１１月号

ヘッド：清水ＹＳ

高坂ワイズのご紹介により入会させて頂きました幡山章浩（のんちゃん）と申します。

入会を承認して頂き有難うございました。

昭和５５年１月１９日生まれ、見かけによらず３２歳です。

誕生日はウド鈴木と同じで、冴えなくて面白くないのが一緒です。

趣味は料理です。

メットライフアリコ生命保険株式会社にてコンサルタントをしています。

モットーは「とりあえずやってみよう！」です。なんでもやります！

若輩者ですが、今後ともよろしくお願いいたします。

ｴｲｽﾞ文化ﾌｫｰﾗﾑ：乙坂ＹＳ

　　　　：岩田ＹＳ

3.ボランティアセミナーのご案内

①ちょこっとボランティア　視覚障がい者サポートの講習会

　障がい者や高齢者が街に出かけようとすると、まだまだ歩

道に段差があったり、自転車などが放置されていたり、電柱

が飛び出ていたりと…思わぬ事故にあったりして支障が多

いことがあります。

障がい者も高齢者も子どもも、だれもが地域の中で一緒に

生活をし、社会参加をする「ノーマライゼーション」の考え方

が最近では多くの人に受け入れられつつあります。スロー

プや点字ブロックなど、いろいろな設備を整え、だれにでも

行動しやすい環境を作ることは大切です。しかし、そういっ

たハード面の完備を待つより前に、周囲の人がさりげなく声

をかけ必要な援助をすることで、自由に行動できるようにな

る人がいっぱいいるのです。

今回は、京都YMCA国際福祉専門学校の講師でもある松

永さんに、当事者の立場から視覚障がいについて、また、

望ましいサポートについて語っていただきます。

 講師　松永信也(まつなが　のぶや)氏

　　　(公社法)京都府視覚障害者協会副会長、京都福祉専

門学校、京都YMCA国際福祉専門学校非常勤講師。

京都新聞コラム、「見えない世界を生きる」2009年10月～

2010年7月連載。

　日時　９月２９日(土)　午後６時３０分～８時３０分

　場所　京都YMCA(三条柳馬場)

 参加費　３００円

　定員　３０名(申込順)

　

②がん患者さんとそのご家族へ　第68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　9月１５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①②とも京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

またはvb@kyotoymca.or.jp

４.「第２回ＡＩＤＳ文化フォーラムin京都」～エイズを知ろ

う エイズで学ぼうⅡ～

日時　　１０月６日（土）12：20～18：30、７日（日）10：00

～17：45

場所　　同志社大学 新町キャンパス 尋真館

主催　　AIDS文化フォーラムin京都運営委員会

共催　　京都府、京都市

HIV/AIDSについて若者・文化・陽性者・医療・教育等

さまざまな視点からの講演、ワークショップ、展示を行

います。

昨年に引き続き、京都YMCAが事務局(075-231-

4388)を担当しています。

みなさまのご参加をお待ちしております。

サポートスタッフも募集中です。お問い合わせは事務

局まで（E-mail:information@hiv-kyoto.com)

どうぞよろしくお願いいたします。

２.後期募集のお知らせ　グローバルアウトドアクラブ・スイミ

ング・体育

　９月11日(火)　午前10時より一般の方の後期募集がはじ

まります。

　お知り合いの方でご興味のある方がいらっしゃいましたら

是非お勧めください。

ご継続の方で定員に達しているクラスもございます。詳しく

はお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みともに下記まで。

　グローバルアウトドアクラブ　電話(０７５)２３１－４３８８

　スイミング・体育　　電話(０７５)２５５－４７０９

１.国際福祉専門学校〔介護福祉学科・社会福祉士科〕10月1日

（月）出願受付開始！

【介護福祉学科】（昼間・2年）

　・卒業と同時に国家資格が取得（国家試験免除）できるラスト

チャンス！

（2014年度入学からは、資格取得には国家試験の受験が必須と

なります）

・8年連続95%以上の高い就職率を誇っています！

・資格取得だけではない、ＹＭＣＡらしい人間教育を行っていま

す！

【社会福祉士科】（通信・1年9か月）

・通信制でありながら、困ったときには相談できる講師が充実。

“顔の見える通信教育”！

・受験資格取得だけではない、人と人との関わりを大切にした通

信教育！

※ワイズメンスクラブの皆様からご紹介頂いた方が受験される場

合、受験料を免除させて頂きます。（介護福祉学科20,000円・社

会福祉士科5,000円）

ご紹介を頂ける際は、担当の古谷（ふるや）までお問い合わせを

お願いいたします。

京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校　電話　075-255-3287

　　　　：山下ＹＳ

１０月号

ぐんぐん秋祭り：森田ＹＳ

ヘッド：新山兼司ＹＳ

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

ﾘﾄｾﾝ秋季ﾜｰｸ：渡部ＹＳ


