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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。

山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔EMCEMCEMCEMC委員長委員長委員長委員長

1111月月月月

ＥＭＣ－Ｍ

MCのMはMembership。会議や奉仕の中にも「親睦」を 大切にし、メンバー

ひとりひとりが成長できるクラブの風土を育てていきましょう!

　今期EMC事業委員会の委員長を務めさせて頂いております。山下です！

　日頃は皆様のご協力、御指導ありがとうございます。

　今期委員長を引き受けてからは、トップスクラブに関して前よりもっと、もっと感心を持つようになりました。はっきり

言わせてもらえば、以前までは毎月一回の例会出席でいいと考えていましたが、実際クラブに対しての考え方や

行っていきたい事が具体的に見える様になってきました。年の近いクラブメンバーで喋っていてもクラブの会話が普

通にでてきています。自分で言うのもおかしな事ですが、嫌なものは嫌って感じのﾀｲﾌﾟな僕が委員長を引き受けさせ

て頂いてのはトップスクラブのメンバーが好きだからかなと思います。こんなたくさんの素敵な仲間が居ると色んな人

に伝えたいと最近では、僕の友人や仕事仲間たちにも喋っております。

　委員長をやらせて頂いて本当に自分への勉強にもなりますし、他の人の考え方等も色々勉強させてもらっていま

す。このクラブに入って良かったと思う事を色んな人達に伝えて行きたいと思っております。

後、半期になりましたが最後までEMC委員長として務めさせて頂きますので、皆様のご協力宜しくお願い致します！
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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

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－－－－

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT

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

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

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：：：：

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：：：：
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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 ：：：：

【【【【ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます！】！】！】！】
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2013年11月13日

ウエスティン都ホテル京都

2013年11月20日

デｨリー信楽カントリークラブ

2013年11月4日

京都テルサ 藤田正康藤田正康藤田正康藤田正康YYYY''''ssss場所：

岡本昭義岡本昭義岡本昭義岡本昭義YYYY''''ssss

　１１月のＹサ　アワー例会では、１０名のゲストの方、入会２名の方に参加して頂きました。

　ＹＭＣＡの山田連絡主事と少年・少女がサッカー・バスケットボール・体操リーダーが指導方針や活動実績を報告さ

れました。各クラブの活躍ぶりを写したＤＶＤを見ながら、少年・少女たちの元気な様子を拝見しました。メンバーさん

と各リーダーさんと活発な意見交換が行われました。

　私たちの日々の活動を通して、未来ある青少年に貢献できているという実感を得ることができました。まさに今月

の会長主題『One step for big challenge』というテーマにぴったりな１１月の例会でした。急に寒くなってまいりました。

皆様体調管理には、十分ご注意くださ～い！！

場所： 幡山章浩幡山章浩幡山章浩幡山章浩YYYY''''ssss

日時：

日時：

場所：

日時：

　今期１回目のEMC・ファンド合同ゴルフコンペが11月20日にデｨリー信楽カントリークラ

ブで開催されました。ウエストクラブより塚本会長、林ワイズとパレスクラブより吉岡書

記とメンバーズゲストの黒澤さん、中野さん、横関さん、中村さん、林寺さん、岡部さん

に参加していただきゲスト9名、トップスからは髙坂会長・舞田副会長・河原B会計・東田

書記・石田書記・宮尾委員長・田頭委員長・山下委員長・アラ山ワイズ・小林ワイズ・今

西ワイズ・出口ワイズ・山下善彦ワイズ・幡山の14名参加頂き総勢23名となりました。

気温は低めでしたが、天気は絶交のゴルフ日和で、距離があり、池が多いコースを楽し

みました。優勝は宮尾ドライバー委員長(91)、2位に高坂会長(87)が入られました。

宮尾委員長は当日風邪をひかれていたにもかかわらずご参加いただき、優勝をかっさ

られるとは異次元だなって、びっくりしました。

　ちなみに私は、永遠のライバル木村ワイズが不参加だったので今回もブービーメー

カーかと思いましたが結果20位(139)でした。同組で回った田頭委員長に相当迷惑をお

かけしました。

各賞の発表の後、注目は競馬の配当。総数149口中、当選は17口で配当は3500円とな

りました。ご当選された方、おめでとうございます。

　コンペ後のルーマプラザでの二次会でウエストクラブ塚本会長と交流できて楽しかっ

たです。今後も交流が出来たらいいなってと思います。

　今回のファンド収益は69,435円となりました。幹事として数々の不手際申し訳ございま

せんでした。

　１１月１４日(祝)京都テルサに行ってきました。８００席？がほぼ埋まり盛況で、ワイ

ズメンが裏方となって盛りあげていたことが印象に残りました。たんぽぽハウス+小

棚木優「セロ弾きのゴーシュ」たんぽぽハウスメンバーの一生懸命さと小棚木さんの

素敵なチェロがいい雰囲気を醸し出していました、極め付きは長谷川きよし、これぞ

プロというステージでした。伸びのある高音、ギターの圧倒的な音色とテクニック最

高でした(￥２，０００は安すぎる！長谷川きよしさんの趣旨に賛同してくれたご協力

があったと聞いていますが)ワイズ以外の方たちが来場されていた様で広報もできた

のではないでしょうか！！



2013年11月29日から12月１日

釜山

幡山章浩Y's　選

日時：

場所：

マイバックすすめるお店をエコ贔屓

　私の仕事とPR。送ります。私の仕事は瓦屋をしています。日本家屋の屋根瓦の、お医者さんしてい

ます。古い瓦の修理や古い瓦を解体して、組み替えたり新たに新しい瓦に、取り替えたりする仕事で

す。あー良くなったと喜んで頂ける仕事、ありがとうっと、言われる仕事を日々努力しています。

私の仕事は、建設業です。建物を新築、リニューアル、修繕したりいたします。

私の祖父が左官業を始め、父が左官業もしつつ建設業を始めました。バブルの全盛期に仕事を始

めた私でした。その頃は、ワンルームマンションを建設していましたが、バブルがはじけてからは、店

舗の仕事が多くなり、今は公共工事にもかかわっています。最近は仕事にむらがあり、忙しいときは

忙しく、暇になると何も仕事のない状態になります。

　トップスのメンバーには建設にかかわっておられる方が多いので、これからも宜しくお願いいたしま

す。

加藤信一

徳桝昌彦

　現在１２０名のメンバーが所属する京都YMCAサッカークラス。ユーススポーツの全体のディレクターである自分は

日頃の練習には参加していませんが、たまに顔を出すと『コンニチハ』と元気よく挨拶をしてくれ、『まこちゃん』『おっ

ちゃん』と親しく呼んでくれるメンバーがたくさんいます。最近の子どもたちがなかなかできない挨拶を本当に気持ち

よくしてくれます。このメンバーたちが今少しずつ京都YMCAの新たなサッカーにも挑戦していこうとしています。

YMCAではサッカーを含み、ユーススポーツクラスは運動の苦手な子供たちでも楽しんで参加でき、リーダーとともに

少しずつ運動能力を高めていくことを目標にすること、そしてチームとして仲間を大切にすることなど、初めてサッ

カーをする子供たちにも楽しく参加してもらうことが京都YMCAの一番の目標でもあります。しかしこのことを大切にし

ながらもっとサッカーの技術を身につけ、YMCA以外のチームにも挑戦していこうとしています。数年前に比べ土曜

日や日曜日にもスキルアップの練習をたくさん行うようになってきました。もっともっとたくさんのチームと交流し試合

も重ね、勝ち負けの楽しさもたくさん知ってもらえるメンバーもたくさん育てていきたいと思います。現在サッカーの指

導に関わるリーダーたちもメンバーと一つでも多くの目標が達成できることを望んでいます。こんな京都YMCAサッ

カークラス、メンバー、リーダーを応援してください。そして、一度メンバーと一緒にサッカーをしに来てください。たくさ

んの子どもたちの笑顔を見ることが出来ると思います。

山田誠山田誠山田誠山田誠YYYY''''ssss



メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 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

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８３ 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　１２月２１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)

　　　　　申し込み　下記お電話又は

vb@kyotoymca.or.jp

Ｃ．小学生スキー春   初心者～中級者向き　対象　小

学３～６年生

日程 ３月２６日（水)朝～３０日（日）朝　　　４泊５日（４泊

１１食うち車中１泊）

定員　６０名（最少催行人数２５名）

行先　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６５,５００円（内申込金１３,1００円）

Ｄ．中高生スキー春　初心者～中級者向き　対象　中学

１年～高校３年生

日程　３月２４日（月）夜～３０日（日）朝　６泊７日（６泊１

０食、うち車中２泊）

定員　３０名（最少催行人数１５名）

行先　志賀高原天ケ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６９，５００円（内申込金　１３，９００円）　※昼食費

は含みません。

Ｅ.チャレンジスキー春　中～上級者向き　対象　小学４

年～高校３年生

YMCAワッペンテスト５取得または緩斜面でのパラレル

ターンができる方対象となります

日程　３月２４日（月）夜～３０日（日）朝　　６泊７日（６泊

１０食、うち車中２泊）

定員　２５名（最少催行人数１０名）

行先　志賀高原天ケ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６９，５００円（内申込金１３，９００円）　※昼食費

は含みません。

献献献献 血血血血

全てのプログラムお申込・お問合せは

　三条本館　電話０７５－２３１－４３８８　まで

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

月月月月

報報報報

告告告告

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

１.クリスマス献金受付中

　クリスマス献金への、ご協力よろしくお願い致します。

　　キャンペーン期間は12月1日～1月31日となります。

２．市民クリスマス

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行い

ます。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達で是

非ご参加ください。

 クリスマス礼拝・キャロリング

日時  １２月２０日(金)

礼拝・キャロリング　午後７時～８時３０分頃解散予定

礼拝・奨励　入　治彦　牧師(日本キリスト教団　京都教

会)

場所  三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺で

キャロリング

ロビーコンサート

１２月１６日(月)～２０日(金)　場所　京都ＹＭＣＡ三条本

館１階　午後６時３０分～
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４．スキーキャンプ参加者募集中！

会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費

1，500円(ファミリーは3，000円)が必要です。

Ａ．スキーだいSuki　初心者～中級者向き　対象　小学

１～６年生

日程 　２月７日（金）夕～９日（日）夜 　　２泊３日(２泊７

食)

定員　４８名（最少催行人数２０名）

行先　今庄365スキー場（福井県）

宿泊　今庄サイクリングターミナル

費用　４５,０００円（内申込金９,０００円）

Ｂ．リトルキッズスキー春      初心者～中級者向き　対

象　小学１～２年生

日程 ３月２６日（水）朝～３０日（日）朝　４泊５日（４泊１

１食うち車中１泊）

定員　６０名（最少催行人数２５名）

行先　志賀高原天ヶ原スキー場（長野県）

宿泊　志賀パークホテル

費用　６５,５００円（内申込金１３,１００円）・リフト代込

３.京都ＹＭＣＡチャリティコンサート

日時：１月２５日（土）　午後６時３０分開演（午後６時開

場）

会場：　府民ホール　アルティ（烏丸一条下ル　地下鉄

今出川駅６番出口　徒歩５分）

入場料：　２，５００円(当日３，０００円)

チケットは各ワイズメンズクラブ・三条本館・府民ホール

アルティ窓口にて発売致します。
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