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One step for big challenge
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『いってみよう
いってみよう、
、やってみよう
やってみよう』』
BF・
BF・EF・
EF・JWFファンド
JWFファンド委員長
ファンド委員長 幡山章浩

躍動する
躍動するトップスクラブ
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。
TOPSのTOP
TOPとは独楽(こ
TOP
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、BF・EF・JWFファンド委員長を拝命致しました幡山章浩です。まずはクラブの皆様にお礼を言わせて下さい。
ファンド事業へのご理解とご協力、本当に有難うございます。毎回、クラブファンドを案内させて頂く度、ご注文を頂ける
のか本当に不安です。しかし毎回、皆様から多数のご注文を頂く度にホッとさせて頂いていますし、皆様の気持ちに本
当に感動しています。今後も皆様にご無理やご迷惑をおかけしますが、精一杯頑張りますので何卒ご支援とご協力よ
ろしくお願い致します。
私は入会2年目に突入したばかりの若輩者です。考えてもわからないのでとりあえず「いってみよう、やってみよう」の
精神でワイズメンズクラブの活動に取り組んでいます。行ってみないとわからないので「いってみよう」で行っています。
今までに後悔した事は無いです。せっかくの与えられた機会ですので「やってみよう」でいろいろ挑戦しています。委員
長を受けさせて頂いたのもこの精神からです。これからも失敗することもあるでしょうが、いろんなことを経験させて頂
いた事、教えて頂いた事を今後の人生に活かしたいと思っています。クラブと結び付けて頂いたご縁に本当に感謝して
おります。若輩者の私が言うのもどうかと思いますが、せっかくの出会い、機会ですので、もう一歩「いってみよう、やっ
てみよう」で踏み出してみませんか。その一歩がクラブと人生の更なる発展へと繋がるはずです！！偉そうに言いまし
たが、私は皆様との親睦をもっと深めさせて頂いて、シャムワウばりにいろいろ吸収させて頂くので今後ともよろしくお
願いいたします。
以前、ある偉大なるワイズメンは言いました「メンバー増強がワイズメンズクラブに対する最大の奉仕である。」と。あ
る入会2年目の若輩者のワイズメンは思いました「クラブファンド商品の購入も最大の奉仕じゃないか。」と。お買い上げ
頂いた中からの収益は大事なクラブ運営に使われます。是非ともご協力よろしくお願いしたします。合わせて使用済み
切手の収集もよろしくお願いいたします。集めて頂いた使用済み切手は換金され、理事などが海外に出る為に使われ
ます。日本のみならず、海外へ出て親睦を深めることも非常に大切だと思います。そこで得られた経験が私たちにも還
元されるはずです。是非とも、使用済み切手の収集もよろしくお願いいたします。

YouthActivities

8月

身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。

7日 （水） 納涼例会
24～
～25日
24
25日 青い空と白い雲のキャンプ
28日
28日 （水） 役員会

9月

1日 （日） 京都部部会(
京都部部会(第2例会）
例会）
8日 （日） リトセン秋季準備
リトセン秋季準備ワーク
秋季準備ワーク
11日
11日 （水） フレンドリー例会
フレンドリー例会(
例会(第1例会）
例会）
25日
25日 （水） 役員会

日時：
場所：

2013年7月10日
ウエスティン都ホテル京都

加藤信一Y
加藤信一Y's

7月例会はキックオフ例会で、髙坂会長期の始まりです。その記念すべき始まりに岡本さんの入会式がありまし
た。新山（あらやま）ワイズの紹介で司法書士さんです。
今期最初の例会なので、総会がありました。会場はいつもの丸テーブルではなく、コの字のレイアウトの席だった
ので見慣れない風景での中、牧野前会長期の活動報告と決算、及び髙坂会長期の活動計画と予算案が発表され、
高坂会長の意気込みが伝わってきました。
それから京都ウエストクラブから京都部部会の案内のアピールがありました。トップスクラブは9月の第二例会扱い
にしているので皆さん全員で参加し、楽しみましょう。
例会は無事に2時間半で終わりました。

日時：
場所：

2013年6月9日
京都YMCAサバエ教育キャンプ場

今西宏樹Y
今西宏樹Y's
７月７日サバエキャンプ場で草刈り作業が行われました。私にとってはじめて
のオプション参加です。みなさん1週間前からfacebookでワイワイと段取りをた
てる仲のよさにまずビックリ！（電話のバイブがとてもうるさかったですが）当日
も段取り良く？皆でコンビニに集合していくこととなりました。現地での作業は
暑さでフラフラになりながらもなんとか昼ごはんの１２時半までに終了。昼飯は
ＹＭＣＡのリーダーの方々に作っていただいたカレーでした。たくさん種類があ
り私はレッドカレーをいただきましたがとてもおいしかったです。昼からはテント
の設営のお手伝いをして予定より１時間早く作業が終了しました。終了後、担
当のリーダーからは「これで子供たちがこの夏楽しくキャンプができます。あり
がとうございました」と感謝の言葉をいただきました。やはり人の為に何かをし
て感謝をされるというのはうれしいというか気持ち良いというか、偽善者なのか
な？と思ったりするのですが、まあ喜んでもらえたらええかなっと思っておりま
す。

寺内陽子Y
寺内陽子Y's

７月７日七夕の日に、髙坂会長期第１弾事業の、サバエワークが開催されま
した。鯖江＝福井県？と思っていましたが、滋賀県近江八幡市佐波江町でし
た。琵琶湖沿いにあるＹＭＣＡのキャンプ場です。 夏休みに、子どもたちが安
心してキャンプを楽しめるよう、整備するためのワークです。
朝８：００にびわ湖大橋近くのコンビニ集合という、早朝からのワークでした
が、３０名近いメンバーが参加し、作業前のオリエンテーションでは、トップスク
ラブの存在感が光っていました。
朝から日差しの厳しい、本当に暑い一日でしたが、チームワークで乗り切り、
予定時間よりも早く、担当の作業は終わりました。 黙々と作業されているメン
バーが、いつも以上に光って男前に見えた一日でした。
私は子供連れだったため、まったく作業に参加できず、申し訳ない思いで帰
路に着きました。

皆様、初めまして。この度新山Y’Sのご紹介により入会させて頂きました。子供は、３人いま
すが、娘二人は嫁ぎ、４８歳でじいさんになりました。現在妻一人・長男と三人で暮らしです。
趣味はソフトバレーボール、ソフトボール、ゴルフです。ママさんバレーのコーチもさせて頂
いております。通算28年間司法書士事務所に在籍していた経験を生かし、昨年６月に行政書
士として開業いたしました。
現在は、「相続・会社手続き・法人の顧問」を中心にお仕事をさせて頂いております。また、
陸上自衛隊の即応予備自衛官として年に約３０日間訓練に参加しております。
まさに、「国を守り、皆様の財産を守ること」を生業とし頑張っております。夢は、セスナ機の
免許を取得する事です！！このトップスクラブにおいて、私の経験を生かし、微力ながらでは
ありますが、貢献させていただければと考えております。今後ともよろしくお願い申し上げま
す。

岡本昭義

石田博紀

東田吉末

新山兼司

こんばんは！石田です！ 私の仕事は『デザイン制作業です』と言っても大きなくくりすぎて自分でも何
屋？なのかわからなくなる事があるのですが・・（笑）
私のこれまでの経緯を申しますと、岡山から上洛し→園部の建築学校を卒業し→サッシ屋で施工図面
を作図し→大工さんのでっちになり→２級建築士受験合格し→なぜか？高坂会長の会社アトリエCASHA
（カーシャ）に２２歳のときに入社し、結婚式を主とするカメラマンとして勤務させて頂き２００８年９月・・リー
マンショックと共に『婚礼アルバム印刷・製本』として独立させて頂きました。
そこからアルバムレイアウトをするデザイナーとともに広告分野のお仕事をさせて頂き、お客様からのご
要望にお応えして行く中『名刺からカタログやホームページデザイン、看板から商店販促ツール』また『写
真素材』も自社スタジオで撮影させて頂ける様になりました。
今年で独立して５年。まだまだ至らない事だらけですが、周りの方々のお力だけで！なんとかやって来
れました。
これからもどうぞよろしくお願い致します！(;^_^)/
皆さん！私の営んでいる仕事ってご存知ですか？私の仕事は、熱絶縁業とビルメンテナンス業と塗装
業です。熱絶縁業の説明を致しますと保温・保冷・防露・消音です。えっ！まだ分かんないですか？保温
材を用いて、冷たいパイプやダクトの結露の防止・冬場の配管凍結の防止・熱いパイプやダクトは施行す
る事によって熱の放出を防ぎ省エネに繋がるそんなお仕事です。主なお得意様は、水道屋さんや設備屋
さんです。みなさ～ん私にお得意様を紹介して下さ～い！
お次ぎは塗装業。初めは熱絶縁業で行っていたパイプやダクトの塗装から始まった分野ですがたまに
建物の仕事の戴く事も有ります。
あとは、ビルメンテナンス業です。縁が有りましてこちらの分野のお仕事も戴くようになりました。京都駅
の某デパートの７Fから上のフロアーの床は当社が洗浄致しております。皆さんの事業所もピカピカにしま
せんか～！
みなさ～んと皆さんのお友達の方々！ 上記のお仕事があれば どうか当社にご用命下さいますようお
願い申し上げます。
◎京の低層賃貸マンションＰＲ
私ども（株）日新は創業以来、大手建設会社の大型プロジェクトをはじめマンションや集合住宅、一般の
住宅など幅広いフィールドで数多くの建設事業に携わってまいりました。またこれまで積み重ねてきた実
績とノウハウを最大限に活かし、新たな分野として「京の低層賃貸マンション（京和楽）」を自社のオリジナ
ル企画商品として販売致します。高品質でありながらローコストを実現し、京都の街並みとの融合を考え
たデザイン性のある建物をお届け致します。
私ども（株）日新は安心・安全の徹底、技術の向上はもとより、より優れたコストパフォーマンスの追求と新
たな努力を怠ることなく、常に皆様や社会への貢献を第一に、地域社会の発展の一翼を担ってまいりま
す。

日時：
場所：

2013年7月14日
YMCAリトリートセンター

河原祥博Y
河原祥博Y's

期首のスタートである京都YMCAリトリートセンター夏期準備ワークに参加しました。私的にはリトリートセンターの
整備、草刈りなどとは別に参加する理由があり、本格的な夏を前にしてこのワークにより目一杯汗を流し身体を夏仕
様にし乗り切るためです。蒸し暑い最中にクラブメンバーと共にワークし、汗を流しやり遂げた後には.......美味しいB
ER！もですが(笑)トップスクラブの交流や親睦にもつながると思います。キッチリと整備されたリトリートセンターで子
供達の歓声が聞こえてきそうです。
最後にいつも草刈り機など貸していただいている河原正浩ワイズ、幡山章浩ワイズ有り難うございます！、参加し
て頂いたトップスクラブの皆様本当に有難うございます！これぞトップス力の結集と継承・改革・発展になるのでしょ
う！

１．ワイズワーク感謝！
７月１４日(日)にはリトリートセンター夏季準備ワーク、６月30
日(日)・７月７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８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12日(木)から受付 電話(０７５)２３１－４３８８
スイミング・体育
９月12日(木)から受付 電話(０７５)２５５－４７０９

②がん患者さんとそのご家族へ 第７９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１０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

①②ともお申込みは電話(０７５)２３１－４３８８または
vb@kyotoymca.or.jp

日時： 2013年7月26日
山下大輔Y
場所： メルパルク京都
山下大輔Y's
今期EMC委員長を務めさせて頂いております山下で
す。

いきなりの委員長で戸惑いながら、先輩方に教えて頂
きながら出来る限り務めさせて頂きますので、暖かく見
守って下さい。

いずれも午前１０時～受付となります。
３.ボランティアセミナーのご案内
①ちょこっとボランティア 視覚障がい者サポートの講習会
障がい者や高齢者が街に出かけようとすると、まだまだ歩
道に段差があったり、自転車などが放置されていたり、電柱
が飛び出ていたりと…思わぬ事故にあったりして支障が多い
ことがあります。
障がい者も高齢者も子どもも、だれもが地域の中で一緒に生
活をし、社会参加をする「ノーマライゼーション」の考え方が最
近では多くの人に受け入れられつつあります。スロープや点
字ブロックなど、いろいろな設備を整え、だれにでも行動しや
すい環境を作ることは大切です。しかし、そういったハード面
の完備を待つより前に、周囲の人がさりげなく声をかけ必要
な援助をすることで、自由に行動できるようになる人がいっぱ
いいるのです。
今回は、京都YMCA国際福祉専門学校の講師でもある松永さ
んに、当事者の立場から視覚障がいについて、また、望まし
いサポートについて語っていただきます。

早速に京都部のEMC懇談会に出席して来ました。多く
のﾒﾝﾊﾞｰさんも出席して頂き有難う御座いました。初心
者の委員長の保護者的に来て下さった感じですかね。
(笑)
行くと、ﾄｯﾌﾟｽのﾒﾝﾊﾞｰさんと違う席で他ｸﾗﾌﾞのEMC委員
長ばかりの席でｱｳｪｲや！と思い席に付き御隣の他ｸﾗ
ﾌﾞの方とのお話をお聞きしたり、我がﾄｯﾌﾟｽの僕が分か
る範囲での話をして来ました。
こういった場所に参加させて頂いたのは初めてだった
のですが、意外と他ｸﾗﾌﾞの方との色んな話をすると、な
かなか面白く刺激も受けて楽しく参加させて頂きました。
もっと色々参加して自分を覚えて頂いたりする事でもっ
と楽しく参加できると感じました。
これからもっとﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞを楽しんで行きたいと思い
ます！

講師 松永信也(まつなが のぶや)氏
1957年 鹿児島県阿久根市出身、現在(公社法)京都府
視覚障害者協会副会長、京都福祉専門学校、京都YMCA国
際福祉専門学校非常勤講師。
京都新聞コラム、「見えない世界を生きる」2009年10月～2010
年7月連載。
日時 ８月３１日(土) 午後６時３０分～８時３０分
場所 京都YMCA(三条柳馬場)
参加費 ３００円
定員 ３０名(申込順)

「みなおそう、せっていおんど、もういちど」
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0 円 7 月 20,000 円 7 月現金
0 円

23,700 円 7 月

0 ｃｃ

0 円 累計

23,700 円 累計

0 ｃｃ

20,000 円 収益累計

