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28282828日日日日 （（（（水水水水）））） 夜桜夜桜夜桜夜桜フェスタフェスタフェスタフェスタ

今YMCA に必要とされているワイズの支援とは何か、ともに考え行動し

ましょう。
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10101010日日日日 （（（（水水水水））））

6666～～～～7777日日日日

憐みの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。

互いに忍びあい、責めるべきことがあっても、赦しあいなさい。これらすべてに加えて、愛愛愛愛をををを身身身身にににに

着着着着けなさいけなさいけなさいけなさい。。。。愛愛愛愛はすべてをはすべてをはすべてをはすべてを完成完成完成完成させるさせるさせるさせる絆絆絆絆ですですですです            　　　　 コロサイの信徒への手紙ヨリ
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副副副副会会会会長長長長：：：：Years bring wisdomYears bring wisdomYears bring wisdomYears bring wisdom　　　　　　　　歳月歳月歳月歳月ははははY’s Y’s Y’s Y’s ををををﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾞ゙゙゙((((賢者賢者賢者賢者))))にするにするにするにする

会会会会 計計計計 ：：：：

書書書書 記記記記 ：：：：

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。

　今年度ファンド委員長をさせていただいております田頭です。今更自己紹介は省略でいいでしょう。さて、この

「トップスクラブ」に入会前と入会後、私自身がどのように変化したか少しお話させていただきましょう。入会後は、

勿論みなさんと一緒で何も解からず、ただただ会費を払い例会に出席し、飯を食い話しを聞いて帰るの繰り返し

でした。正直面白くも無く苦痛で時間の無駄やなと感じてました。しかしながら、例会を出席していくうちにふと疑

問が沸きました。それは、何で周りのメンバーの方々はこんなにこんなことに一生懸命になれるのか？またなって

いるのか？というたわいもない疑問でした。私なりの答えがでましたし発見しました。それは・・・また次回に。で、

そうか！と自身に言い聞かせ自分なりにできる範囲のことはやろう！やってみよう！と考えたのです。そうする

と、何ていうことでしょう？目に見えて肌で感じて、いいことずくめの毎日がやってきました。そう感じるも感じない

も己自身ですけどね（笑）今年度はファンド委員長という大役を任され大変ですが、大変だから逆にやりがいがり

達成した時の喜びは、委員長冥利につきますね！確かに大変ですが、私自身が進化できる時、大きく変われる

時期と言い聞かせ、あくまで自己流を貫き通し楽しくさせていただきましたし、もう少し頑張りたいと思います。高

校卒業して早や３０年が経ち、ＴＯＦ（座禅）例会では、あの寒い中、まさかまさかのマイＢＤとなりました。クラブに

入会していなければ、あの建仁時に足を踏み入れることも叩かれることも恐らくなかったでしょうね。記念すべき

日となりました。ありがとうございました。最後に、今年度「ファンド事業の成功なくして、トップスの発展なし！」と

命打ってやって参りましたが、第４コーナーを周り最後の直線となりました。最後の最後まで諦めずムチを打って

ゴールインしたいと考えておりますので、皆様ご協力の程よろしくお願い致します。次回は、「トマト」、私も真っ赤

になって燃えております！

　覚悟の上、ご出席を・・・では、元気にまたお会いしましょう！！

ファンドファンドファンドファンド委員長委員長委員長委員長　　　　田頭田頭田頭田頭　　　　邦彦邦彦邦彦邦彦
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西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題
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2012年3月26日

パルテール京都

2013年3月9～10日

クライトンホテル新大阪

2013年3月17日

瑞穂カントリークラブ

石飛石飛石飛石飛　　　　七夫七夫七夫七夫YYYY''''ssss

日時：

髙坂訓髙坂訓髙坂訓髙坂訓YYYY''''ssss場所：

　3月9日～10日と次期会長研修会に参加致しました。

TOPSクラブからは西日本区広報事業主任として加藤信一さんLD委員として倉卓也さん、講師として新山兼司さんオブザー

バーとして河原正浩さんと河原祥博さんが参加致しました。

　初日はPM13:00～開講式が始まり様々なテーマによるプログラムが行われました。

　その中でも16:00時から行われた会長の責務A（初めての会長）対象と会長の責務B（会長経験のある方）対象の講師として我

らの新山ワイズがお話しされました。

　私はAの教室での勉強だったのですが、隣の教室から気合いの入った新山ワイズの声が壁をもろともせずこちらの教室にま

で聞こえて来ました。さすが！新山さん（笑）　　おかげでAの教室での勉強内容は全く記憶に御座いません！！！

　その後懇親会へと続き初日が終了しました。

　二日目は前日の懇親会での親睦の成果もありいろいろな方から声をかけて頂き初日とは違ったリラックスムードでプログラム

を終了しました。

　私は去年もオブザーバーとしてこの会長研修会に参加したのですが次期会長としての今年は感じる物も違い次期に向け準備

をしてきた活動方針やスローガンまでも作り直しを考えさせられる研修会でした。

　今回参加しTOPSクラブの大きさとメンバーの温かさを感じました。

　研修会では西日本区の次期会長がたくさん出席されていて、中には遠方より一人で来られている方もおられます。また来年も

舞田次次期会長が参加されますが皆さんクラブの代表として出席される次期会長や主査さんの精神的応援とTOPSクラブ宣伝

と他クラブの方との親睦として皆様の参加をオススメします。

　最後になりましたが研修会終了後お疲れ様会を行って頂きましたメンバーの皆様とこのTOPSクラブを支え日々ご尽力頂いて

いる皆様に感謝申し上げます。

　ありがとうございました。

例年より早い桜開花宣言から1週間花冷えのする3月26日宇治にあるパルティール京都にて「CATT合同例会」が盛大に開催さ

れました。

　「人間はプラナリアになれるか」再生医療の過去・現在・未来のテーマで講師：京都大学・大学院理学研究科・生物科学専攻

阿形清和教授による講演を聞かせて頂きました。

　昨年、ノーベル賞受賞されました山中伸弥博士のiPS細胞については、皆さんが認知するところですが、教授はイモリなどの

再生能力の高い動物を使った再生研究をされているようです。イモリの尻尾は再生することは、知っていましたが、角膜の再

生、骨肉の再生などが可能になったようです。よく聴きましたがとにかくチンプンカンプンでした。やはり学者肌ではないことを痛

感いたしました。

　それでも、iPS細胞の発見から人間の再生医療は大きく進歩する事は確かです。非常に参考になりました。

　講演後、懇談会にはいり乾杯の発声の時、船木京都部部長から「CATT」から絆の輪を広げ何かをしたいと提言がありまし

た。日本の再生に向けて小さな礎になればと思います。

和気藹々のうちに閉会になりましたがホストクラブ：エイブルクラブの皆様に感謝いたします。

　３月１７日（日）に京都部のチャリティーゴルフが瑞穂カントリークラブにて開催されました。、我がトップスクラブから、笠井ワイズ、宮尾ワイ

ズ、 森田ワイズ、髙坂ワイズ田頭ワイズと私の６名で参加致しました。絶好のゴルフ日和で楽しくラウンドできました。「７６」のスコアーでフィ

ニッシュ された宮尾ワイズが、今年も優勝とベスグロ！って思いましたが、ウエルクラブのゲストの方が、なんと「７２」のパープレイでフィニッ

シュされその 方が両方獲得されました。それも驚きでしたが、グローバルクラブの方がショートで、ホールインワンを出されました。本当に驚

きの連続のゴルフコンペでした。トップスクラブからは私が２０位の飛び賞を頂きましたが、残念ながら今回はそれだけでした。

　皆さん！「トップスのゴルフ同好会」を作っ て皆でレベルアップして、来年はタイトルをトップスクラブが独占しようではありませんか！（笑）

日時：

場所： 牧野篤文牧野篤文牧野篤文牧野篤文YYYY''''ssss

場所：

日時：



2013年3月10日

京都YMCA

5つの姿勢と信条 姿勢 信条

ACTIVE（現実的） ○長期的視野に立って現在を処する ○常に自己の進路を求めてやまぬ

○予見性・洞察力に優れ、潜在リスクに的確に

対応すべく努める

LARGE（度量の広い） ○他人の立場を尊重して思いやりがある ○自ら清くして、他の汚れを洗い清濁併せ容る量あり

INTELLIGENT ○生きていく上でも、仕事上でも知恵があり ○障害にあっても、その勢いを100倍にする

（知的な） 知識にふりまわされない

○さらに知識を見識や胆識にまで高めることができる

VIVID（活力のある） ○心身揃って健康であり絶えず考えた事を ○自ら活動して他を動かしむる

積極的に実行に移す　　現実に正々堂々と直面し

言い訳をしたり逃げを打ったりはしない

ESSENTILAL ○ものごとの本質をしっかりととらえている枝葉も ○洋として大海を満たし、発して蒸気となり、雲となり、

（本質的な） できるだけ丁寧に見るが根幹を把握し「木も見て 雪に変じ霞と化し、氷っては冷鑑となりしかもその性を

森をも見る」ことができる 失わない

渡部與志夫

　私の流儀と言える様な事は、思い付きませんが、常に自分には、嘘をつかず、それは仕事にも、人

とのお付き合いにも、真っ直ぐに行動して、常に感謝を忘れない様に、ありがとう。

　一緒に行動する方を信用して、ひたすらガンバル事です。幼少の時は、人から差別され色々有りま

したが、私はその様な事から学びただひたすらガンバルだけです。

　出会いに感謝、全てに感謝、宜しくお願いします。

場所：

日時：

　３月１０日　午後２時からか京都YMCA地下マナホールで２０１２年度　京都YMCA卒業リーダー祝会が行われ１９人の卒業生

が巣立たれました。

　第一部 礼拝　聖歌に続き　中村彰利氏の聖書朗読　次に　日本聖公会津聖　門脇光禅司祭による奨励　祈祷

　第二部 式典　ワイズメンズクラブ京都部部長　船木順司氏・公益財団法人京都YMCA理事　学校法人京都YMCA学園理事長

亀井　剛氏　お二人による卒業生に送る祝辞　何時までも卒業生の心に残るご祝辞を送られました。続いて卒業リーダー一人

一人によるスピーチ　皆さん３年間のリーダーとして思いをお話しされ　子供たちに励まされ　リーダー同士の励まし合い協力し

ながらリタイヤやする事もなく今日この日を迎えられたことに感謝し　リーダーとして学んだことを社会人として活かして行きたい

とそれぞれの思いを語られました。

　第三部 祝賀パーティーは１階のロビーに移動して行われ　事業委員会委員長　森田芳文氏　京都YMCA総主事　神崎清一氏

の祝辞　京都YMCA活動委員会委員　前　登氏の乾杯で祝宴が始まり各テーブルで自己紹介　趣味・好きな映画・旅行・美味し

いスイーツの店・などいろいろと将来を語る和服姿のリーダー達。

１６：４５分　次の会に出席するため会場を退席する。

トップスクラブからの参加者　船木部長・牧野会長・渡部の３名。

新山兼司

渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫渡部與志夫YYYY''''ssss

　常日頃から時間を大切にと心がけています、それが僕の時間へのこだわり。

　今日出来る事は今日の内にかたずけるよう、明日には何が起こるか解らないから出来るだけその日の内にし

て置くようにと教えられました。

　皆さん「京都時間」と言うことばを聞いたことがありますか？　今は使われていないと思いますが　昔は京都時

間と言って３０分や１時間遅れても「すまん　すまん」で通ったらしいです、今の時代では通用しませんが。僕は

決められた時間に遅くとも１５分前には着くようにしています、今は車に乗りませんので　公共交通機関を利用

して出来るだけ約束の時間に着するようにしています、兎に角　相手の方には迷惑を掛けなように心がけてい

ます。

　ワイズのメンバーになって　３１年間　時間を守る事が基本と教えて頂き　遅れるときは前もって連絡を入れる

等々　時間は自分で工夫をして作る物だと学びました。

徳桝昌彦



私の流儀：笠井ＹＳ

20周年準備例会：岩田ＹＳ　　　　：廣田ＹＳ

　　　　：木村ＹＳ

私の流儀：森田ＹＳ

　　　　：八木ＹＳ

部長公式訪問例会：寺内ＹＳ

かもがわチャリティーラン：倉ＹＳ

ＥＭＣファンド合同ゴルフコンペ：河原祥博ＹＳ

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 3 月 円 3 月現金 円 3 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット 名

コネット 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ672,145 4,40086 28,350 118,000

月月月月

報報報報

告告告告
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0

0

献献献献 血血血血

3333

42

0 0 0 0

例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席 BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

１１１１....卒業卒業卒業卒業リーダーリーダーリーダーリーダー祝会祝会祝会祝会ごごごご協力感謝協力感謝協力感謝協力感謝

　　卒業リーダー祝会に、在京ワイズメンズクラブより多額の

ご寄付を賜り、感謝申しあげます。

　　おかげさまで今年も　　１９名のボランティアリーダーが巣

立ってゆく姿をみなさまとともに祝うことができました。

　　いただきました寄付金は記念文集や写真、祝会の運営費

として用いさせていただきました。

ありがとうございました。

2222．．．．奉仕活動基金奉仕活動基金奉仕活動基金奉仕活動基金のごのごのごのご協力協力協力協力のおのおのおのお願願願願いいいい

奉仕活動基金は、地域における奉仕活動、障がいを持つ人

たちへの援助、ボランティアリーダーの養成など、さまざまな

活動に用いさせていただいています。今年も下記のとおり行

いますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

　キャンペーン期間　　２０１３年４月～６月

　1口募金額　　１,０００円　（何口お寄せいただいても結構で

す。）

　納入方法　　京都ＹＭＣＡ各館受付または、郵便振替でも受

け付けております。

３３３３....第第第第９９９９回回回回　　　　京都京都京都京都YMCA YMCA YMCA YMCA かもがわかもがわかもがわかもがわ　　　　チャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーラン　　　　参加者参加者参加者参加者・・・・

スポンサースポンサースポンサースポンサー((((協賛金協賛金協賛金協賛金))))募集中募集中募集中募集中!!!!

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１９日(日)　午前９時～午後３時〔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～出雲路橋間

１週1.7ｋｍ／西賀茂橋～出町橋間10.5ｋｍ)

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１，００

０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

参加者・協賛金の　申込締切は４月２０日(土)となっておりま

す。皆様のご協力よろしくお願い致します。

次期役員研修会：安田ＹＳ

以上１～６のお申し込み・お問い合わせは

　京都ＹＭＣＡ　　　　　　　　電話０７５－２３１－４３８８

　　　　：加藤隆司ＹＳ

４４４４．．．．リトリートセンターリトリートセンターリトリートセンターリトリートセンター第第第第１４１４１４１４回夜桜回夜桜回夜桜回夜桜フェスタフェスタフェスタフェスタ　　　　　　　　開催開催開催開催

　　「夜桜フェスタ」を今年も開催します。　ライトアップされ

た幻想的な八重桜の下で、様々なイベントをおこないま

す。

　　とき　　２０１３年４月２８日（日）午後５時～８時

　　ところ　　京都ＹＭＣＡリトリートセンター

　　集合・解散　　現地

京都駅・ＪＲ宇治・京阪宇治駅から送迎あり事前に事務局

にお申込みください。

　　　　参加費　　大人（中学生以上）２、０００円・小学生１，

０００円・幼児無料

　　　　※チケットは三条本館にて販売中

６６６６....ボランティアセミナーボランティアセミナーボランティアセミナーボランティアセミナーのごのごのごのご案内案内案内案内

がん患者さんとそのご家族へ　第75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　　４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(お茶代等)

お申込は下記お電話または　vb@kyotoymca.or.jp  まで

５月号

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

　　　　：髙坂ＹＳ

ヘッド：東田ＹＳ

EMC旅行(ﾘﾄｾﾝ)：八木ＹＳ

６月号

ヘッド：牧野ＹＳ

夜桜フェスタ：乙坂ＹＳ

５５５５....「「「「大人大人大人大人とととと子子子子どものためのどものためのどものためのどものための読読読読みみみみ聞聞聞聞かせのかせのかせのかせの会会会会」」」」公演公演公演公演in Kyotoin Kyotoin Kyotoin Kyoto

のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

東日本大震災から２年経ち、震災の記憶をなくさないよう

にという思いをこめて岩手県宮古市で被災者支援公演を

行われた中井貴恵さんの協力をいただき絵本の読み聞か

せの公演を行います。多くの方に見ていただき、被災地支

援の協力をお願いします。

日　時　４月１３日（土）　13：30～16：00

会　場　京都ノートルダム女子大学　ユニソン会館大ホー

ル

入場料　無料


