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躍動する
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するトップスクラブ
TOPSのバナーにはこまが
三個配されています。
TOPとは独楽(こ
TOPSのTOP
TOP
ま）と言う意味もあります。
こまは軸を中心に回転し自
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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。

早いもので、第１９期も半分が終わりました。ひよっこ会長としてスタートしましたが、正直に会長らしい事が何一
つ出来ておりません。三役さんはじめ各委員長さんそしてメンバーの皆さんに支えられているお陰で何とか半分
までこれました！本当に皆さんありがとうございます。全メンバーの皆さん一人一人に心から感謝申し上げます。
と共に私の不徳の至らなさに心からお詫び申し上げます。
さて、半期を振り返りますと、やはり京都部会の大成功が一番印象に残っています。ベテランメンバーの皆さん
から新しいメンバーの皆さんまで、新山（アラヤマ）実行委員長中心に、全員の力を結集し今までにない素晴らし
い京都部会が開催できました事は、今後のトップスクラブ益々の発展のための大きな力と自信になったと思いま
す。
そしてＩＢＣである西面クラブさんが、来日来京された時もトップスクラブは加藤隆交流委員長中心に一つになり
ました。特に歓迎会の時は、全員が会場に入りきれないほどに多くのメンバーの皆さんが出席下さいまして、西面
クラブの皆さんも大変感激され喜んで頂く事ができて、今までにない最高の交流ができたと思います。そして清風
荘からの帰りに、朽木の山の中でマイクロバスが故障して走行不能になった時も、河原正ワイズ、倉ワイズ、加藤
信ワイズ、東田ワイズが、マイカーでヘルプに来て頂き、事なきを得ました。特に加藤信ワイズと東田ワイズは、
わざわざ京都市内からかけつけて頂きました。
また、リトセンが水害により花壇が陥没しましたが、先日１２月９日に、千賀Ｙサ委員長の呼びかけで復旧作業を
致しましたが、本当に寒い中、笠井新社長（笑）が業者の手配や現場の指揮をとって頂き、多くのメンバーの皆さ
んに応援いただき花壇の復旧が無事にできました。
このよに半期を振り返りますとまさに「トップス力の結集」により各事業を最高の形で終える事ができました。本
当に皆さんありがとうございます。残り半期ありますが、この半期は「トップス力の結集」によりメンバー増強に力
を入れ「トップスの輪」を更に大きくし、日本一のクラブを目指して頑張って行きましょう！

ＩＢＣ・ＤＢＣ

1月

ＩＢＣ・ＤＢＣは交流が広がる大きなツールです。ワイズの楽しさを最大限感じるために
無締結クラブをなくしましょう！

9日 （水） 半期総会＆
半期総会＆新年会例会
13～
～14日
13
14日
次期役員研修会
25日
25日 （金） チャリティーコンサート
30日
30日 （水） 役員会

2月

3日
9日
13日
13日
17日
17日
24日
24日
27日
27日

（日） 国際協力フェスティバル
国際協力フェスティバル
（土） 創立１２４
創立１２４周年会員集会
１２４周年会員集会
（水） TOF(
TOF(座禅)
座禅)例会
（日） 全国車いす
全国車いす駅伝
いす駅伝
（日） チャリティーボーリング
（水） 役員会

日時：
場所：

2012年12月23日
ウエスティン都ホテル京都

木村 亘宏Y
亘宏Y's

12月23日にクリスマス例会が今年も盛大に行われました。僕は去年のクリスマス例会が入会式で、その後の委員
会対抗の歌合戦見たとき(来年は僕も何かしなあかんあかんのか～ネタ考えとこ)と思って焦ってました(笑)でも今年
は委員会対抗ゲームでホッとした物の、内容がからし入りシュークリーム・タバスコ入りトマトジュース・わさびが大量
に入ったお寿司を誰が食べたか当てるゲームとコーラ早飲み競争などこれまた過酷でホッと出来ませんでした。そし
て僕は自信のあったコーラ早飲みのアンカーで500㎜ペットボトルをストローで飲むのを自ら志願してでたのですが
全然飲めなくて、結果は4チーム中の4位でした。(ドライバー委員の方々申し訳ございません)
初めて参加させていただいたのですがかなり楽しかったです。そしてドアプライズでは一等が50000円の旅行券な
ど豪華景品出てすごく盛り上がりました。来年はどんな内容になるか解りませんが、どんな事にも対応出来る様に体
を鍛えときます！今回ク
リスマス例会を企画、運営された皆様本当にお疲れ様でした。

日時：
場所：

2012年11月25日
京都YMCAリトリートセンター

西浦 功Y's

１１月２５日(日曜日)リトセンにてオータムフェスタが開催されました。トップスは恒例の中村屋のコロッケの出品で
す。清水ｙｓがプロパン、フライヤー、ラード等を用意してくれて河原Ａｙｓがコロッケを段取りしてくれました。調理では
笠井ｙｓがコロッケをフライヤーに数えながら入れる担当で(１度にたくさん入れるとコロッケがくっついてしまうため)揚
がり加減を見ながら小林ｙｓが揚げてくれました。出来上がったコロッケは私が袋につめて店頭に並べました。トップ
スのコロッケは人気上々ですぐに完売しました。後、裏メニューのメンチカツ、ウインナーカツ、フライドポテトも販売
即終了です。他クラブからは天ぷらうどん、ピザ、焼き鳥、揚げたこ焼き、焼き芋等たくさんの屋台メニューが出品さ
れました。これらを適当につまんでビールを適量飲んでご機嫌な秋の１日になりました。

写真提供：
写真提供：京都パレス
京都パレス 人見晃弘Y
人見晃弘Y's

日時： 2012年11月29日
場所： 信楽カントリーゴルフ
2012年度第１回目のゴルフコンペが11月29日に信楽CC杉山コースにて開催さ
れました。メンバーゲストで今西さん・後藤さん・杉浦さん・野口さん・吉田さん、四
日市クラブから伊藤Ys・近藤Ys・郷戸Ys、トップスから牧野会長、新山（兼）Ys、河
原（B）Ys、木村Ys、髙坂Ys、小林Ys、田頭Ys、野原Ys、東田Ys、舞田Ys、宮尾
Ys、山下Ys、幡山の計２１名が参加しました。天気にも恵まれ楽しく気持ちよくプ
レーできました。
結果ですが、優勝は河原Ys、2位は新山Ys、3位は髙坂Ysでした。私は143とい
う驚異的なスコアでブービーメーカーとなり、木村Ysをブービーにお膳立てしまし
た。
二次会は信楽駅前の魚松にて行いました。一生分の松茸と近江牛が食べられ
るとの触れ込みのお店で、風味の良い松茸とサシがしっかり入った近江牛をお腹
一杯いただきました。ゲストの杉浦さんと小林Ysに挟まれて至福のひと時でした。
今回初めてクラブのコンペに参加させていただきましたが、皆様と時間を共有し
交流できて非常に有意義で楽しかったです。今後ともよろしくお願いいたします。

幡山 章浩Y
章浩Y's

日時： 2012年12月9日
場所： YMCAリトリートセンター
加藤 隆司Y
隆司Y's
12月9日（日）大安 ＡＭ8：30分リトセン集合 凍えるような冬の寒い日になってしまいました。8：10分頃に到着する
と、もう笠井ワイズが頼んでくれた、重機の業者さんが、二人来て下さっていました。結構、柄の悪そうなオッサンで
あった。
間もなく牧野会長、千賀委員長をはじめ、作業メンバ－全員集合。挨拶の後 委員長、業者さんの指示に従い、や
る気満々で作業を開始した。斜面のブル－シ－トをはがし、土のう袋の紐をほどき、中の土を斜面のえぐれた部分
の下へ積んだ。機械の威力は凄いものだ。ユンボを自分の身体の一部のように操り、見ている間に穴を埋め整地に
して行った。その面に河原ワイズが用意してくれた芝生を皆で貼って作業は終了。プロの業者さんの力を借りて、
あっという間。午前中に終わった。私は、10周年の花壇ワ－クを思い出していた。
その頃に廣田、小林、寺内、渡部ワイズ、美代子メネットの昼食班が到着。
用意された、おにぎり、稲荷寿司、漬物、佃煮、温かい味噌汁を寒空のしたで、作業の出来ばえの良さに感心しな
がら、頂いた。トップス力の結集だった。
私は参加したばっかりに、ブリテンの原稿依頼が来ないかなと、心配しながら、家路に着いた。・・・・

流儀というか『やるからには、とことんやる』というのがモットーで、何事をするにも出し惜しみなく一生懸命に、
そして多いに楽しむことを心がけております。メンバー候補によく言っているのが『嫌やったら辞めたら良いか
ら、入会したらどうや？』という言葉です。入会するまでに色々考えても何も結果は得られません。入会された
新メンバーには、『例会だけでなく色んなオプションに参加して下さい』という事を度々口にしています。オプ
ションこそ参加する『楽しみ』や『一種の充実感』が味わえるものだと確信しています。勿論、例会もですよ。楽し
みや充実感を味わったなら、嫌になることは無いでしょうし、ましてや辞めることも無いと思うのですが、新入会
の皆さんはどう思われますか？ 是非とも全オプションに参加して下さい。
私の流儀、それは『楽しむ為に一生懸命、全身全霊の力を注ぐ』 その後は、『ケセラセラ、なるようになる』で
す。

乙坂優次
私の流儀と言っても、今までゆっくりと考えた事が無かったですが、考えてみると「自分だけいい思いをしよう」
とか、「自分だけ良ければいい」という考えを持たないようにしています。
なぜかと言いますと、自分の人生を振り返ってみると、常に周りの人に助けて頂き、協力してもらっていまし
た。
人というのは自分独りでは生きていけない者だと学び、私も出来ることは精一杯協力出来る人になっていきた
いと思う様になりました。
それから私は、仕事でもプライベートでも人と共存しているということを常に意識しています。
これからも宜しくお願いします。

安田雄策

流儀といったたいそうなモノは持ち合わせておりませんが、物事に対して自分自身を底辺に置くという事は心
掛けております。そうする事によって多くの人の言葉を受け入れられる様な気がしています。
活字から拾い出す事が苦手なもので・・ワイズに入って直接皆様の様々なお話を聞ける事がうれしく感じてお
ります。
まだまだ一番のペーペーですので、皆様の叱咤、叱咤をお待ちしております。Mではありません・・

石田博紀
旧年中は皆様に大変お世話になりました。
今年もエコをどうぞよろしくお願い致します。
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日時：
場所：

１.京都ＹＭＣＡチャリティー・ピアノコンサート Arico 『Letters～
今、伝えたい心～』
収益金は、インドのハンセン病患者・家族支援と京都ＹＭＣＡ公
益活動寄付金に使われます。
出演 Arico(山本有子)
日時 ２０１３年１月２５日（金）
午後６時３０分開演(午後６
時開場)
場所 京都府立文化芸術会館ホール(上京区河原町通広小路
下ル)
チケット 前売り ３，０００円 当日３，５００円
※ ＹＭＣＡ 三条本館 １階・府立文化芸術会館窓口にてチケッ
ト販売中
２.創立１２４周年会員集会
日時 ２０１３年２月９日(土)
※内容の詳細は後日ご案内致します。

３.スキーだいSuki キャンプ 参加者募集
日 程 ２０１３年２月８日(金)夕～１１日(月・祝)夕 ３泊４日(３
泊９食)
対 象 小学１年～６年
行 先 今庄 365スキー場(福井県)
宿泊先 今庄サイクリングターミナル
費 用 ４９，８００ 円（会員外の方は別途シーズン会費1,500
円が必要となります。）
４.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72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 ２０１３年１月１９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)
お申し込みは 下記お電話又は vb@kyotoymca.or.jp

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ
２月号
ヘッド：乙坂ＹＳ
半期総会例会：廣田ＹＳ
次期役員研修会：加藤信
新規ﾒﾝﾊﾞｰ紹介：鹿取ＹＳ
：出口ＹＳ
：今西ＹＳ
私の流儀：東ＹＳ
：野原ＹＳ
：舞田ＹＳ

３月号
ヘッド：森田ＹＳ
TOF例会：山下ＹＳ
ﾁｬﾘﾃｨｰﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ：出席者
私の流儀：河原正ＹＳ
：徳桝ＹＳ
：小林ＹＳ

2012年12月17日
ウエスティン都ホテル京都

写真提供

渡部與志夫Y
渡部與志夫Y's

