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使徒言行録２０章３５節

（（（（日日日日）））） ぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐんぐん焼肉交流会焼肉交流会焼肉交流会焼肉交流会 （（（（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

（（（（土土土土）））） 引継例会引継例会引継例会引継例会 （（（（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

22222222～～～～23232323日日日日 （（（（日日日日）））） 西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会 14141414日日日日 （（（（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

26262626日日日日 （（（（水水水水）））） 合同役員会合同役員会合同役員会合同役員会 24242424日日日日 （（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会

（（（（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

　昨年の７月に、”トップスクラブの会長”っていう重責を、私なりに気負ってスタートしましたが、気負い過ぎたのか（笑）、７月１６

日より頚椎ヘルニア手術のため、約２週間入院するという波乱の幕開けでした。今期は船木京都部部長を排出し、京都部部会の

ホストを勤めるという特別な期でもあ りましたが、準備の大詰めの一番重要な時期に、入院して三役の皆さんはじめ部会実行委

員会の皆さん、そしてメンバーの皆さんには、ご迷惑をおかけ して本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。しかし、三役の皆さ

んや部会実行委員会の皆さん、そして全メンバーの皆さんのご協力のもと「トップス 力の結集」により、京都部部会が大成功しま

した事は、会長として心からメンバーの皆様に「感謝」の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

　この会長を勤めさせて頂く重要な時期に、不思議と私の商いも、関東に営業所を設けて立ち上げるっていうこれまた、社運をか

けて取り組む事業で会社にとって重要な時期と重なりました。クラブの例会や三役会、役員会などを優先してスケジュールを調整

して、特に去年の秋からは京都と関東の往復 の日々でした。（お陰様で新幹線でたくさんの芸能人に会えましたよ！）

　そんな事もあり、気負って会長にならせて頂きましたが、何一つ会長らしい事が出来なかった事に対して、メンバーの皆さんに心

からお詫び申し上げます。そして、こんな気負いだけの私を支えて頂いた三役の皆さん！そして各事業委員長の皆さん！皆様の

お陰で各事業やクラブ運営ができました事に心 より「感謝」申し上げます。本当にありがとうございました。

　これは、決して私の功績ではありませんが、今期私が主題にさせて頂きました「トップス力の結集」により、明らかに我々のトップ

スクラブは「成功 スパイラル」を起こしてます。トップスクラブに歴代から培われた「人間力とその結集」という輪の中に新しいメン

バーの皆さんが加わり、その輪に 入った新しいメンバーの皆さんがまた新しいメンバーの皆さんを紹介する！その事により更に

その「輪」が大きくなり、奉仕クラブの最大の醍醐味で” ある新しい出会い”がトップスクラブの価値を更に向上させ、続々と新しい

メンバーが加わり、ＹＭＣＡをはじめ様々な奉仕活動が活発に行え、そして メンバー間の絆も深くなる！

　どうですか皆さん！素晴らしいではありませんか！！私は気負いだけでしたが、期の始めに「トップスクラブは日本一のクラブに

なる！」っていう根拠 を唱っておりましたが、その事が現実に起きています。この流れを次期の髙坂会長期に引き継ぎ更にこの

「成功スパイラル」を加速させましょう！

　最後に・・・　　このような素晴らしいメンバーの皆さんと出会えた事に「感謝」します。このような素晴らしいクラブの会長に拝命頂

いた事に「感謝」します。そして、このような素晴らしいトップスクラブにご縁できるきっかけを作って頂きましたスポンサーの新山

（アラヤマ）ワイズに「感謝」します。
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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。
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評価・計画
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ワイズメンの満足度が向上しただろうか。クラブ数が増加しただろうか。会員

数がいくら増加したか。数値で見える尺度で評価して、次年度の計画につな

げよう。



2012年5月8日

ウエスティン都ホテル京都

2013年4月28日

YMCAリトリートセンター

2013年5月5・6日・7日

神愛館

　翌日6日8：30神愛館に集合午前草刈、午後昨年できなかった、櫻・松・琵琶の大木を手際よく処

理、さすがチェーンソウの奥義を極めた岡崎さんと、トップスヤングメンバーのパワーでナイスなジョ

ブ　いかすぜ！！そろそろ帰りの時間が迫る帰宅組は宇野にわたり一路高速で京都に。7日組は

小豆島に1泊(詳細は本人たちに聞いてください、わたしは書きません)全員無事に帰宅。最後に髙

坂・東田さんには多大なお世話になりました、お二人のご尽力のおかげで無事にまた楽しく素敵な

時間を持てたこと感謝いたします。ジイジが元気なうちにまたお願いね！！

　トップス有志(髙坂・東田・小林・河原祥・幡山・安田・鹿取・船木・森田・加藤隆・乙坂・私)12名にて神戸三宮港を小豆島坂出港

に向けて5日午前1時出港、夜行便の為3時間のところ高松経由で7時間の船旅くわえてGWの為か寝るスペースもないので通路

にて就寝、あとで見つけたが無料でゴザが、、。小豆島オリーブ温泉で海に向かって気合を入れる!その後豊島唐櫃港に30分フェ

リーで着港。いよいよ「神愛館」へ翌日のワーク打合せ、子供たちと対面、私はテっちゃんとちょっぴりふれあいすっかりジイジに

なっていた、ようやく慣れたころ後ろ髪をひかれながらその場を離れる(あまりなついてはいけないので)。その晩は取れたてぴち

ぴちの魚に、お肉、小林さんのイタリア、スペイン料理で(とってもデリシャスでした)、石原館長、ワークその他でお世話になった岡

崎さんを交えてのアウトドア大宴会で夜が更けてく。☆★ここでインフォメーション⇒乳児院：いろいろな事情で家庭で育てることが

できない赤ちゃんをお預かりするところです。お母さんに代わって0才から概ね２才まで(事情によっては就学時前まで)のお子さん

を２４時間お世話する香川県唯一の乳児院です。目的：大切な乳幼児期を健康ですくすくと育てやがて家庭に返すこと＊離島の

為医療、スタッフ関係等が支障をきたし2015年に坂出市に移転が決まったそうですが費用が莫大で頭を抱えていらっしゃいました

☆★

藤田正康藤田正康藤田正康藤田正康YYYY''''ssss

　ゴールデンウィーク初めの日曜日、恒例のリトセン夜桜フェスタが春の爽やかな日差しの中、300名以上の参加を得て開催され

ました。今回は我がトップスクラブの東田吉末直前会長が実行委員長ということで、例年にないメンバーの心意気を感じることが

できました。メンバー参加者は今までに類を見ない、家族を含め30数名を数え、総合司会も我がクラブのニューフェイス幡山章浩

Ysが川の流れのように滑らかな口調で担当し、トップス未来の安泰を印象付けてくれました。

出店は、千賀俊男Yサ委員長の肝いりで焼トウモロコシ、焼手はこれもまた西浦功Ysと清水寿和Ys、そして河原祥博Ysと若手台

頭の面々達です。食材の良さとイケメン？の呼び込みで評判も上々、閉会を待たずに完売となりました。確かに美味しかったです

よ。

それともう一つ、忘れてならないのが小林郁佳Ysお手製のまかない食。多分スペイン料理？だったと思うのですが、魚介類をフラ

イパンで鍋風にしてフランスパンに乗せて食べるというもので、『おかわり』が欲しくなるほど最高の味でした。実際、パンには乗せ

ませんでしたが3回『おかわり』をさせて頂きました。料理名を聞いたのですが、年老いた頭ではハイカラな名前は覚えられません

でした。『反省』です。メモしとけば良かった。小林さんゴメン！

　ステージでは、沖縄の三線演奏とアートと音楽のコラボが披露されました。どちらも60分ほどでしたが、沖縄三線の終盤には軽

快且つ力強い演奏と参加者を巻き込んでの総踊りで最高の盛り上がりを見せ、コラボでは女性のデュオが音楽をバックに人物像

や似顔絵を描いていくという芸術的なパフォーマンスで見物客を魅了していきました。ちなみにトップス重鎮の船木順司京都部部

長も似顔絵エントリーに担ぎ出されたお一人でした。

　ところで肝心の桜は？というと、『緑が目立つがピンクの花もチョッと頑張ってる！』という感じで、午後7時、ライトアップの瞬間に

は会場のあちこちで惜しむ声と感嘆の声が聞こえてきました。

　最後になりましたが、千賀委員長と廣田隆治Ysが最初から閉会式直前まで、何処にも行かずに会場入口で受付業務されてい

たことを申し添えておきます。お疲れ様でした。

日時：

場所：

日時：

場所：

　５月の例会は、「部長公式訪問例会」でした。

　われらが船木部長をはじめ、高田交流主査、坂下ＣＳ主査、渡部メネット主査、そして桂次期部長と出雲次期ＣＳ主任をお迎えし

ました。

　また、２名のメンバーゲストが参加され、谷真人ワイズの入会式も行われました。

　１年間、京都部部長として他クラブを回って来られた船木部長が、最後にホームクラブであるトップスクラブに凱旋して来られる

ということで、メンバー・ゲスト全員が船木部長と桂次期部長の缶バッチを胸に着けて、拍手でお迎えしました。

　坂下ＣＳ主査、高田交流主査そして船木部長の順番でお話されました。１年間活動してこられて、３名みなさん自信がみなぎっ

て堂々と話されていました。

　坂下ＣＳ主査は、悩んで悩んでやっとの決意でＣＳ主査を引き受けたことを、とてもユーモラスにお話されました。

　高田交流主査は、任期中に４クラブのＤＢＣ締結に立ち会えた喜びと、ワイズメントして、日本の若者に勇気と元気を与えたい

と、これからの夢をお話されました。

　船木部長は、部長になったのはトップスクラブのさらなる繁栄を願ってのことであり、部長としての経験をこれからトップスクラブ

に還元したいとお話されました。

　部長として京都部の他クラブや他部を訪問し、今まで見えなかったものが見え、今は私達トップスクラブのメンバーに伝えたい知

識や経験が溢れているという、頼もしいお言葉をいただきました。

　最後に、クラブから船木部長へ「お疲れ様とお帰りなさい」の花束贈呈を行い、とても和やかな雰囲気で例会は終了しました。

寺内寺内寺内寺内　　　　陽子陽子陽子陽子YYYY''''ssss

日時：

乙坂優次乙坂優次乙坂優次乙坂優次YYYY''''ssss場所：



2013年5月19日

鴨川河川敷

森田　茂実

加藤　隆司

廣田　隆治

髙坂　訓

日時：

場所： 倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也YYYY''''ssss

八木　薫史

　私はこれまで自然な流れを大切にする事を意識してきました。人との出会いや直面する問題にかんしても今現

在起こる事がベストなタイミングで必要な事と捉え対応する事を心がけています。先ずは受け入れ一歩前進して

から自分で感じてみずから決断を下し反省をするって感じです。因みに私がいつも心に置いている言葉は「打

つ手は無限」「必要！必然！ベスト！」です。

　これからもあきらめず成功するまでチャレンジを続けます。

　私の職業は税理士です。そして家族は愛する妻と中学生の娘２人です。

　流儀というか、日頃心がけている事は、仕事においては間違ったことに気付いたら躊躇なく正すことです。時間

とか目先のコストの問題もありますが、長期的な視野で見ると精度の高い仕事をしておくほうが、能力も効率も私

の職種に限れば高まります。

　もう一つは、場面に応じて演じきることです。私の血液型はＢ型で実は性格もＢ型ですが、顧問先の方々は堅

実で几帳面だと思っておられる方が多いのです。仕事では期待に十分答えてキチンとこなします。クラブ内で

ちゃんと役目を果たせているかは？？ですが。

　最後は、これはトップスに入って身に着けたことですが、時間が不足して十分準備できてない場合でも、投げ出

さないで、与えられた状況のなかでベストを尽くすことです。

　えー、皆様お疲れ様です。今回は、私の流儀ということでお話を頂きましたので、色々な意味で私が気を付け

ていることを書きたいと思います。知って頂いているかとは思いますが、私、写真の仕事をしております。世間で

いうカメラマンです。

　結婚式をメインに、家族、子供、料理や、建物と。依頼があって、写るものなら何でも撮影します（笑）

　そこで絶対に必要なもの。『基本』です。どんな職業でも、知識と技術が必要で、その集合体が基本だと考える

からです。才能とセンスがすごく必要な仕事ですねぇ。なんてよく言われますが、私はそう思いません。確かに必

要ではありますが、花が、朝日が、空が、星がetc...　普段の生活の中で、綺麗、かわいい、かっこいい、と感じる

感情があれば、それで十分だと思うからです。

　後は、写真の長方形にどう入れるかということ。それが基本の中に詰まっているのです。基本があればすごい写

真をマネすることだって出来ます。

　この仕事に就き今まで、師匠、先輩に教えて頂いたことを、大切に、今までもこれからもやっていくと、スタッフの

みんなにも伝えています。

　そこで、今回は『基本に忠実であれ』を私の流儀とさせて頂きます。

　私の場合「深く考える前に引き受けて（動いて）しまえ」みたいなところが私の流儀なのかなと思っています。後

から考えると「断れば良かったかな・・・」と思うようなことがありますが、そのおかげで多くの人に出会い、たくさん

の経験をさせてもらったように思っています。どちらかというと現場的なところへ出るほうが性に合って入るのかワ

イズに関しては「神戸の炊き出し」から始まり「日本海重油流出時の浜の清掃」「山元町への復興支援」等々のボ

ランティアへの参加させていただき貴重な体験をしたつもりです。

　私の思い違いかもしれませんがワイズでも仕事関係でもプライベートでも少しは役に立つやつみたいに見ても

らえてるような気がしています。これからもこんなスタンスで続けていければと思っています。

　５月１９日（日曜日）に第９回かもがわチャリティーランが鴨川河川敷で開催されました。

当日の天気予報は『曇りのち雨』でしたので、いつ雨が降り出すか心配しながらのチャリ

ティーランとなりました。

　今大会の参加者はクオーターマラソン、小学生駅伝、ペアラン、一般駅伝、グループラン

に約750名の競技者と京都部各クラブのワイズメンや京都ＹＭＣＡ専門学校生やリーダーな

ど約400名のボランティアと合わせて1000名以上もの人が集まりました。トップスクラブは

『焼きトウモロコシ』の屋台出店で参加しYサ・CS委員会から清水さん、西浦さん、笠井さ

ん、廣田さんの４名がグループランに出場いたしました。

　午前中なんとか雨も降らず競技は終了いたしましたが、午後からは残念ながら雨の中で

の表彰式となりました。また、京都の大学生による『京炎そでふれ』の演舞や京都YMCAの

フラダンス教室のフラダンサーの皆さんが雨の中にも関わらず元気いっぱいそして笑顔

いっぱいでステージでショーを繰り広げてくださいました。最後にお楽しみの大抽選会とな

りチャリティーランは大盛況のうちに無事終了することができました。トップスクラブの『焼き

トウモロコシ』も見事！完売致しました。千賀Ｙサ委員長をはじめご準備頂きましたＹサ委員

会の皆さんありがとうございました。トップスクラブのメンバーの皆さんお疲れさまでした。

　義理と人情、信用を重んじる、人を信じる事も大事。

　身体を鍛える事。健康と体力なくしては何も無い。

　いやな事、苦手な事には出来るだけ避けるようにして、手を出さない事。
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メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 5 月 円 5 月現金 円 5 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

１.公益財団法人京都ＹＭＣＡ第２回会員協議会のご案内

　公益財団法人京都ＹＭＣＡでは、すべての普通会員を対象とした会

員協議会を開催いたします。会員協議会は、ボランティアグループメ

ンバーやボランティアリーダーなどの基本会員、ワイズメンを含めた

維持会員（Ａ・Ｂ）すべての人を対象としたイベントです。

　この会では、ボランティアグループの日常の活動紹介や各種表彰な

どを行い、京都ＹＭＣＡに集まる人々の様々な活動を知るとともに、会

員相互の交流の場として行われるものです。

　この日はワイズメンも京都ＹＭＣＡの維持会員としてＹＭＣＡのボラン

ティアやリーダーなどと一緒に会員協議会を盛り上げていただきたい

と思います。

　多くの方のご参加をお待ちしています。また当日プログラムで各クラ

ブの年間奉仕に対する感謝状をお渡ししますので、会長もしくは代理

の方は参加をお願いします。

開催日時　：　２０１３年６月２８日（金）　午後７時(予定)～９時

会　　場　：　京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

会員協議会内容　　各ボランティアグループ活動報告、交流、感謝状

贈呈他　公益財団法人京都ＹＭＣＡ事業報告等

　初めまして、谷真人と申します。 １９７６年７月２３日生まれの３７歳です。リング鍼灸整骨院で施術をし

ています。 紹介者の船木順司さまとは５年近くお付き合いさせて頂いています。趣味は車を軽くカスタム

して走ることです。

　最後に私のモットーは「人との出会い」です。たくさんの方と出会い自分という人間をより向上できるので

はないかと思い、今の仕事を選びました。

　わからないことばかりでご迷惑をおかけするとは思いますが、宜しくお願い致します。
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２.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！

　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、まずはお電話にてご予約ください。

 受付日時

　キャンプ、デイキャンプ

 会員・会友　６月７日（金）～１０日(月)　受付時間　午前１０時～午後

７時

 会員・会友・一般　　６月１１日（火）～　受付時間　午前１０時～午後

７時

　電話　　（０７５）２３１－４３８８　（お問い合わせも左記電話まで）

 会員先行申し込み期間の６月６日（木)～１０日（月）の期間に限り電

話に加えＦＡＸ・Ｅメールでもお申し込みいただけます。

　ＦＡＸ  （０７５）２５１－０９７０

　Eメール　ｃａｍｐmoushikomi＠ｋｙｏｔｏｙｍｃａ．ｏｒｇ

　 短期集中スイミングスクール、鉄棒・とび箱が好きになる教室、幼

児わくわく体育教室

　会員・会友　　　６月７日(金)　　午前１０時～

　会員・会友・一般　　　６月７日（金）　　午後２時～

　　電話　　０７５－２５５－４７０９（お問い合わせも左記電話まで）

　トップスクラブ恒例のEMC・ファンド合同ゴルフコンペが滋賀

のベアーズパウゴルフコースでとり行われました。当日はもち

ろんの事我がクラブメンバーの日頃の行いが良い？事で素晴

らしい天候に恵まれ、スコアを天候の責任にできない位でし

た。

　私は山科組プラス宇治木幡チームプラスゲストの吉田さんの

５名で名神高速集中工事も混雑に負けず直前会長のアイルト

ンセナばりのステアリングさばきで何とか間に合い、一番ス

タートのパーティーを見送り日頃の練習不足を補うか如く練習

場に一直線！そのお陰なんでしょうか準優勝を頂きました(ダ

ブルペリアの申し子ですが)。因みに優勝はファンド委員会の

あたまさん、もとい田頭ワイズです。流石ただでは帰りはらへ

んお人ですわ！

　和気藹々とゴルフコンペも無事に終了し参加して頂いたメン

バーさん、ゲストの皆様、実行役のEMC・ファンド両委員長に

感謝申し上げます。

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７７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　６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

　お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８または

　　　　　　　　　　　　　　　　　　vb@kyotoymca.or.jp

４.京都ＹＭＣＡサバエ教育キャンプ場設営ワークご協力のお願い

 サマーキャンプの季節が近づいてきました。たくさんの子ども達

がサバエ教育キャンプ場で貴重なひと時を過ごし、成長する事が

出来るのも長年にわたるワイズメンズクラブの皆様のお支えの賜

物と感謝致しております。今年も以下の日程で設営ワークを予定

しております。皆様のご協力をお願いいたします。

実施日　２０１３年６月３０日(日)・７月７日（日）

集合　　午前８時５０分(サバエ教育キャンプ場滋賀県近江八幡市)

解散　　午後３時(サバエ教育キャンプ場滋賀県近江八幡市)

※ 昼食をＹＭＣＡで用意させて頂きます。

※ まもなく詳しい案内を各クラブにお配りします。恐れ入ります

が、ご参加いただく人数を６月１２日（水）までに　ＹＭＣＡサバエ

キャンプ場　担当　中村　までお知らせください。

電話(０７５)２３１－４３８８　　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０

日時：

場所： 河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博YYYY''''ssss

３.京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力のお願い

京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力のお願い

　夏季利用の前の準備ワークを下記日程で予定しております。今年も

多くの方が利用されます。利用者が安全に快適に、活動できるよう準

備いたしたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。

実施日　２０１３年７月１４日(日)

　集合　午前９時３０分　解散　午後３時頃

内容　草刈・施設清掃・整備など

お問い合わせ　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局　藤尾

　　電話(０７５)２３１－４３８８


