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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。

　貧しい人々は、幸いである。神の国はあなたがたのものである。今、飢えている人々

は、幸いである。あなたがたは満たされる。今、泣いている人々は、幸いである。あなた

がたは笑うようになる。
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ままままーイイーイイーイイーイイかかかか！！！！

　2008年にトップスクラブに入会してから現在に至るまでの約四年間は、私にとっても成長させて頂いた日々でした。

一年目は例会のみの出席でクラブの仕組みも委員長の大変さも理解出来ませんでした。毎月例会に出席しメンバー

と会話しお酒を飲みに行く繰り返しでした！そんな私も月日を重ねるにつれメンバーの暖かさやワイズの楽しさがわ

かって来ました。初めて委員長をした年仕事が1番  家族が2番  ワイズが3番と自分で優先順位をつけ仕事が忙しい

とか理由を考えワイズ活動を後回しに行ってきました。そんな時いつも自分の心の中にあったのが！まーイイか！と

言う気持ちでした。お金にもならないし時間も取られ何の為に参加するのか自問自答する日々が続きましたが！自

分の為にするものだと答えを見つけました。そして、自分はクラブに何が出来るのか！本当にこのままで良いのかと

問題意識を持ち活動するようになりました。現在のトップスクラブはメンバーも増え新たなチャレンジを試みる時期で

もあり、また善い物は取り入れ、悪い物は見直すという社会人として至極当たり前とおもわれる事を今の時代背景あ

わせ活動出来ればと思います。今期は副会長として牧野会長と共に謙虚さと勇気を持って言葉と行動で表現したい

と思っております。今後のトップスクラブ発展には魅力あるクラブ作りは絶対的に必要な事でありまたメンバーかんの

交流が友達と言う関係から全員が仲間と言う関係になればいいと考えます。友達は個人の目標に向かい！仲間は

全員で掲げた目標に向かい喜び分かち合う物だとおもいます。先輩達が築き上げて下さいましたクラブの歴史とそし

て私の考え方！！

　まーイイかを正してくれた仲間の方々本当に有り難う御座いました。そしてトップスクラブ発展とYMCAの次世代を担

う若者の為にそして自分達の家族の為に皆様頑張りましょう。
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将来のYMCAとワイズを担うユースを育てるための活動と支援をしましょう。
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ウエスティン都ホテル京都

2012年6月24日

YMCAリトリートセンター

日時：

　牧野会長期の初仕事は、６月２４日リトセン夏季準備ワークです。リトリート／Retreatとは、隠棲、避暑地とも訳され

ますが、YMCAでは日常生活から離れ、指導者のもとに研鑽を積み、精神生活を深めることの意味からリトリートセン

ターと呼びます。神の創られた自然と人に出会う場所です。

　都会の雑踏から開放されたスペースは、各種団体の指導者研修や日帰りレクリエーションなどをはじめ、少年たち

の野外活動、校外学習、幼児の宿泊保育、大学生のクラブ合宿やサークルの親睦、吹奏楽やコーラス、バンドの練

習など様々な目的に応じて利用されています。

　船木京都部部長の今期最初の事業と言うこともあり、今回トップスがリトセンワークの昼食のカレー作りに立候補い

たしました。

　カレー作り名人という誉も高い、コック長の牧野会長は、前日の午後２時から厨房に入り、山のような玉ねぎを、時

間をかけてじっくり火にかけてフライパン半分ほどの量になるまで狐色に仕上げる念の入れ方。サポート役はトップス

１の美食家で、リトセンカレー作りの経験者である加藤隆司ワイズです。赤ワインや、フォンドボー、見たことのないい

ろんな香辛料と、新鮮な野菜に上等の肉、とても美味しいカレーが完成しました。

　前日２３日から泊り込んで、ロッジで焼肉と生ビール、メンバー同士の交流も図りつつ、当日は食堂の屋根の清掃を

させていただきました。

　トップスの参加者も、前日１９名、当日２５名と出席率も良く、喜んでいます。１人１人が指図されるわけでもなく、自

主的にワークに取り組み、素晴らしいコンビネーションで汗をかける爽快さは最高です！

　先日今期の始まりを示すキックオフ例会が開催されました。

　今期ドライバー委員会の担当三役として迎えたキックオフですが、会計でもある私はリハーサルには参加できませ

んでしたが、ドライバー委員会等で念入りに練られたスケジュールで今期を迎える事が出来ました。

　牧野会長の挨拶で始まり、総会に移りました。おそらく初めて40名体制で迎えた、例会だと思うのですが、活気に満

ち溢れ、素晴らしい例会で今期がスタート出来てとても良かったと思います。

　最終のスマイルタイムではこれもおそらく過去最高だと思いますが、５４０００円のスマイルが有りました。

　牧野期の船出にふさわしい賑やかな例会に参加出来て私もとても幸せな一日でした。
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清水寿和Y's　選

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 7 月 円 7 月現金 円 7 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

ゲスト 名

メネット 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

献献献献 血血血血

清水寿和

東田吉未

河原祥博

　安田さんと共に髙坂さんのご紹介で5月の

例会より入会させていただいております東で

す。

　トップスメンバーのみなさんが毎回楽しそう

にしてらっしゃるのに惹かれて入会を決めま

した。早く皆さんに馴染めるように頑張ってい

きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いし

ます。

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

　高坂訓ワイズの紹介で入会させて頂いた、

安田雄策です。

１９７２年９月１０日生まれ、乙女座のロマン

ティックな男です。

職業は建築塗装を営んでおります。

　私のモットーはいつも笑顔でいることで、趣

味はサウナで汗をイッパイかくことです！あ

のサッパリ感は最高です！

口下手なため、皆さんから声を掛けて頂けれ

ば有り難いです。

こんな私ですが、クラブ活動も頑張っていき

ますので是非とも宜しくお願いします。

　私にはそんなに人に自慢出来る様な流儀なんてものはありません。ライフスタイルは収入や年齢によって変

わって行くし出合う人によっても左右します。私自身そんな時の流れを楽しんでもいます。ただ　何か一つと言わ

れれば、両親から受け継いだ信心深さかもしれません。幼い時から信じる心を持っていましたが、数年前　霊能

者に「氏神様とお先祖を敬いなさい」と助言を頂いてから、月の１日と１５日の参拝を心掛けています。その結果

かどうか分かりませんが２年目で保存会に入れて頂き、４年目で１００人ぐらいで担ぐ御神輿の運航の全てを任せ

て頂く大任も仰せつかったり、我愚息を稚児にして頂いたりと大変良くして頂いております。その他では、毎年１

月７日に熊野三山を参拝、そして年に１回の伊勢神宮の参拝の欠かしません。やりすぎと言うお声もあるかもしれ

ませんが小兵なれど親方として、また父親として安心です。私達家族のなかでも小旅行のつもりで楽しんでおり

ます。常に思っております、神様や御先祖はいつも守って下さってる、あとは自分次第。研鑽を重ねて大きく飛

躍出来るよう頑張ります。

0

安田　雄策

　「私の流儀」のお題を頂いて考えたのですが、これと言って私なりの流儀は見つかりませんでした。

　ただ一つ言える事は今まで、そしてこれから出会う方々すべての皆様に感謝の気持ちをもって日々を過ごして

行く事を新たな「私の流儀」といたします。トップスクラブに入会をし、メンバーの皆様と関わりさらに強く思う次第

です。

　私が常に心掛けていることは、｢逃げない｣ということです。逆に言うと｢前向き｣です。人生で嫌な事は沢山あると

思いますが、それから逃げると問題解決出来ずに、様々な問題が追いかけて来るのが一般です。自己研鑽して

人間力を付ける事は、｢自己の問題解決力｣を養う事、「プラス思考」を養う事だと考えております。

　又、私の座右の銘は、｢継続は力なり｣です。毎日休むことなく太陽が昇るように、毎日繰り返し様々な事をする

ことによって、目に見えない力が付いてくると考えております。

　そして最後に、いつも私は｢ラッキー｣と思うようにしております。なんて｢運がいい男なんだ｣と言い聞かせていま

す。もちろん｢トップスクラブ｣に入会した事も、今期｢ＣＳ委員長｣をさせて頂いている事も｢私はついている｣と思っ

てます。

　｢お酒を飲む時は、腰を据えてとことん飲む｣、これも流儀でしょうか？

2

東　剛士
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「次世代の輝く未来の為に、今節電。」

例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席

みなさんのおかげをもちまして、無事ブリテン８月号を発行できる事になりました。原稿依頼に対して、協力頂き感謝します。

キックオフ例会時にも説明させていただきましたが、今期よりトップスクラブのＨＰが一新しました。

まだ、ＨＰを閲覧されていないメンバーがおられたら、ぜひ一度見て下さい。http://tops1994.jp/

周りの方へのトップスクラブの紹介としても有効に利用できたらと考えております。

よりよく活用していく為の質問・疑問・ご意見あれば遠慮なく、ブリテン委員まで問い合わせください。

７７７７

月月月月
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2012年7月13～16日

宮城県石巻市

部会ﾘﾊｰｻﾙ例会：野原ＹＳ

部会ﾘﾊｰｻﾙ例会：石田ＹＳ 京都部部会：岡田ＹＳ

自己紹介 ： 幡山Ｙ Ｓ

　７月１３日㈮～１６日㈪にかけて宮城県石巻市への「災害復興支援ボランティア」へトップスクラブから笠井ワイズと私（森田）が

参加しました。今回のボランティアは、これまでの貸切バスを利用したツアーと違い夜行バスの席を１５席確保してのツアーになり

ました。１４日早朝に仙台に到着、路線バスに乗り換えて石巻へ「YMCA石巻センター」に到着の後、着替えて１日目のワークへ、

笹かま工場の汚泥（ヘドロ）除去作業でした。今回参加のメンバーは、作業に慣れたベテラン揃いで「石巻センター」の伊藤君が２

日分と考えていた作業を１日のワークで終了させてしまいました。２日目は、石巻商店街の「お弁当屋さん」と前日ワークした地区

の「草引き」に分かれての作業になりました。笠井ワイズと私はA班で商店街の「お弁当屋さん」の厨房の清掃とご主人（油絵を描

かれる）の静物画用の備品の洗浄等がワークでした。センターへ戻る前に聞けた話では、震災当日は店の前で片付けをしている

ところを津波に夫婦そろって流されたそうです。翌日はまだ１階が天井付近まで浸水している家に戻って２階で一夜を過ごしたそ

うです。「草引き」へ向かったB班は雨に降られてしまったようでした。午後は、「YMCA石巻センター」が仮設住宅（南堺第７団地北

集会所）で開催する「健康体操」のビラ配りを手伝い２日目がおわりました。二日ともワーク終了後に「天然温泉元気の湯」で疲れ

を癒す事が出来て、以前に参加した時よりも身体的に楽をさせてもらえたように思いました。

　今回は、ワークの合間に日和山公園や門脇小学校・大川小学校等を見学する時間を作って戴き充実した時間を過ごせたボラン

ティアツアーになりました。

　石巻から路線バスで移動し、仙台駅周辺で夕食をして帰路につき、１６日早朝に京都駅に到着しました。バスを降りたところに船

木ワイズの顔があったのには驚きました。（京都部長出迎えありがとうございました。）

１．ワイズワーク感謝！

　６月24日(日)にはリトリートセンター夏季準備ワーク、７月1・8

日(日)にはサバエキャンプ場設営ワークのご奉仕、多くのワイ

ズメンのご協力ありがとうございました。おかげさまで、夏のプ

ログラムも順調にスタートすることができました。“多くの子供

たちに素敵な夏を”とＹＭＣＡスタッフ、ボランティアリーダー一

同、プログラムの工夫やトレーニングに懸命にがんばっており

ます。

また、９月２日(日)にはリトリートセンター秋期準備ワークを予

定しております。

よろしくお願い致します。

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

　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

    ９月11日(火)から受付　電話(０７５)２３１－４３８８

　スイミング・体育

    ９月11日(火)から受付　電話(０７５)２５５－４７０９

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

９月号

３.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６７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　８月１８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

電話(０７５)２３１－４３８８またはvb@kyotoymca.or.jp

日時：

場所： 森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実YYYY''''ssss

私の流儀：藤田ＹＳ

　　　　：山下ＹＳ

びわこ部部会：未定私の流儀：千賀ＹＳ

　　　　：寺内ＹＳ

ﾘﾄｾﾝ秋季ﾜｰｸ：未定

ＥＭＣ懇談会：河原正浩 CS懇談会：未定

ヘッド：八木ＹＳ

納涼例会：倉ＹＳ

　　　　：田頭ＹＳ

　　　　：石飛ＹＳ

１０月号

ヘッド：新山兼司ＹＳ


