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今西宏樹　選 石田博紀石田博紀石田博紀石田博紀

舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之

マタイによる福音書5章42節 躍動躍動躍動躍動するするするするトップスクラブトップスクラブトップスクラブトップスクラブ

（（（（水水水水）））） 部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会 （（（（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

19191919日日日日 （（（（日日日日）））） 第第第第9999回回回回かもがわかもがわかもがわかもがわ （（（（土土土土）））） 引継例会引継例会引継例会引継例会

チャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーラン 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

25252525日日日日 （（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会 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
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TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT

Be the light of the worldBe the light of the worldBe the light of the worldBe the light of the world　　　　　　　　世世世世をををを照照照照らすらすらすらす光光光光となろうとなろうとなろうとなろう

『『『『出出出出あいあいあいあい』　『』　『』　『』　『ふれあいふれあいふれあいふれあい』　『』　『』　『』　『磨磨磨磨きあいきあいきあいきあい』』』』

先頭先頭先頭先頭にににに立立立立ってってってってワイズワイズワイズワイズのののの光光光光をををを輝輝輝輝かそうかそうかそうかそう　－　－　－　－クラブクラブクラブクラブでででで、、、、地域地域地域地域でででで、、、、国際社会国際社会国際社会国際社会でででで－－－－

牧野篤文会長主題牧野篤文会長主題牧野篤文会長主題牧野篤文会長主題：：：：

トップストップストップストップス力力力力のののの結集結集結集結集

　　　　― ― ― ― 京都京都京都京都ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡとととと共共共共にににに新新新新たなるたなるたなるたなる発展発展発展発展のためにのためにのためにのために    ――――

Chartered

10ｔｈ.July1994

第19巻

第11号

5555月号月号月号月号

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題

通巻226号

会会会会 長長長長 ：：：：国国国国 際際際際 主主主主 題題題題

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題 副副副副会会会会長長長長：：：：Years bring wisdomYears bring wisdomYears bring wisdomYears bring wisdom　　　　　　　　歳月歳月歳月歳月ははははY’s Y’s Y’s Y’s ををををﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾞ゙゙゙((((賢者賢者賢者賢者))))にするにするにするにする

書書書書 記記記記 ：：：：

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。

　皆さんこんにちは！入会６年目の東田です。久しぶりのブリテンに少し戸惑っていますが、最近　私が気付いたワイ

ズのお話をここに記したいと思います。

　一昨年の倉期に私が次期会長に決まり、準備などで京都部の他クラブの皆さんと交わる機会が増えました。トップス

クラブしか知らない私にとっては刺激的な事が多く勉強に成る事ばかりでした。他クラブの次期会長さん達と食事やお

酒を楽しみながら親睦を深めたり自クラブとの違いや他クラブの長所を見るのはクラブ会長に成る者にとって有益でし

た。でも　もっと凄いのは、老いも若きも部長も主査もみんな平等な事でした。勿論　相手に敬意を払いながらも、同じ

目線で意見を交わす。単純だけど実社会にはないすばらしいシステムだと思いました。それからのちあの東日本大震

災が起こり、京都部からのボランティアバスに私も参加しました。そして宮城で出合った仙台YMCAの主事、仙台青葉

城クラブの会長さんたちもやはり皆さん平等に同じ目線でお話をして下さいました。

　今思えば何も知らずに、己の事ばかり考えていた私が縁あってトップスクラブと知り合い、入会に5年の歳月を要した

にもかかわらず、目線を合わせて頂き手取り足とり教えて頂きました。楽しい事の中にも真剣さが有り、人の長所を伸

ばすクラブの風潮に本当に助けられたと思います。

　ここ数年、トップスクラブは新入メンバーに恵まれ、急成長ぶりは西日本区でも目を見張る程っと聴きます。だからこ

そ、歴史の浅いメンバーは何でも聞き、何でもTRYし、仕事・家庭・クラブのトライアングルの両立させて下さい。そうす

るとクラブだけではなく、京都部そして西日本区、更には世界に友達が出来るはずです。また私達、中堅・ベテランのメ

ンバーは歴史の浅いメンバーに私達がして頂いたように同じ目線に起ち鼓舞しながら、ワイズメンズとしてクラブの成

長を見守る者として円熟を目指して行きたいと思います。長々と書き記していましたが要するに、強い仲間意識を持っ

てクラブ皆で歩みたいと思います。私達はこれからも実社会では辛く厳しい道を行かなければいけません。しかし、クラ

ブメンバーがそこに居るだけで暗闇でも心強いはずです。

ビジョンビジョンビジョンビジョン委員長委員長委員長委員長　　　　東田吉末東田吉末東田吉末東田吉末

愛愛愛愛とととと奉仕奉仕奉仕奉仕のののの継続継続継続継続をををを　　－　　－　　－　　－メネットメネットメネットメネットのやさしさをのやさしさをのやさしさをのやさしさを奉仕奉仕奉仕奉仕のすみずみまでのすみずみまでのすみずみまでのすみずみまで－－－－

会会会会 計計計計 ：：：：

求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に、背を向けてはならない

強強強強いいいい仲間意識仲間意識仲間意識仲間意識のすすめのすすめのすすめのすすめ

ワイズメンに対するクラブ内のトレーニングが出来ているでしょうか。ド

ロップアウトを減らすためにも考えてみましょう。



2012年4月10日

ウエスティン都ホテル京都

2013年4月6～7日

アピカルイン松ヶ崎

2013年4月13日

京都ノートルダム女子大学

　ユニソン会館大ホール

　例年より暑く感じるのは私だけでしょうかそして汗が止まらないのは私だけでしょうか？

4月10日に２０周年準備例会がありました。

この地球が誕生して、今日迄色々な事がおこって成長した様に、トップスクラブの歴史も色々あったのだと始めて、

渡部ワイズ・千賀ワイズ・宮尾ワイズ・倉ワイズの話を聞き、改めて歴史の重さを感じました。

私自身、何もわからないメンバーとしては、結婚記念日の食事をキャンセルして尚且つ、家内に怒られてでも、今回

の例会に出席出来た事に感謝しています（笑）

　さて、２０周年に何をするかについて、各テーブルごとに意見をとりまとめて発表したのですが、三人寄れば文殊の

知恵とは良く言ったもので、流石ビックリするほど色々な意見が出て驚きました。

兎にも角にも、トップスクラブの皆の力を結集して、素晴らしい２０周年にしたいと思います。

場所：

場所：

日時：

場所：

　4月6日～7日に次期役員研修会が、行われました。わた

しは、仕事の事情で、7日だけ出席致しました。

朝、研修会場に到着すると、どうやら6日の夜は、みなさん

より一層親睦を深められた様でした。（笑）

研修内容は、次期会長主題・活動方針・次期委員会配属・

次期年間スケジュール・次期会計予算などの報告がありま

した。オブザーバーとして、パレスクラブの人見Ysが御参

加頂きました。

　次期会長から発表された次期の主題は、「One step for

big challenge」です。基本方針としては、「継承」　先輩方が

築いて来られた素晴らしい伝統と事業を再度勉強会を開き

もう一度見直しメンバーのモチベーションを高める「改革」

習慣化された当たり前の空気を入れ換え新しい風を入れ

今後益々のクラブの魅力を備え活性化につなげる「発展」

出会いに感謝し事業を共に行い絆を深めお互いを高める

という内容になっています。

　皆さん、この方針を基に次期も力を合わせていきましょ

う！！

岩田岩田岩田岩田　　　　正治正治正治正治YYYY''''ssss

日時：

安田雄策安田雄策安田雄策安田雄策YYYY''''ssss

日時：



2013年3月23・24日

YMCAリトリートセンター

2013年4月28日

京都YMCAリトリートセンター

日時：

場所：

　よく「断る勇気も必要やで」と言われます。そんなん必要ですか？いらないでしょ！僕は自分が信用

してる仲間が何か頼みごとしてきたらある程度聞くようにしています。

　それって自分の事を信用してくれてるか気に入ってるから頼みごとをしてこられると僕は思ってま

す。色んな事を受けて後悔したことも正直あります。けど相手の方が喜んでくれたらそれでいいじゃ

ないですか！

僕も用事があれば断ります。何もなければ参加します。いややったら始めから付き合いしません。そ

れが自分が信用した仲間との付き合いだと思っています。

　まだまだバカな僕ですがトップスクラブのメンバーの皆様これからも宜しくお願いします。

木村亘宏

　今期、EMC委員長を務めさせて頂いております八木です。

　去る3月に、毎年恒例のメンバー親睦旅行をリトリートセンターにて開催致しました。寒さも残る中たくさんの皆さん

にご参加頂き、EMC委員会として、とても嬉しい親睦旅行になりました。今回の旅行は、メンバーのご家族にも参加

頂きたいという思いから、BBQや、パン作り、手作りウィンナーなど、キャンプ仕立ての内容で行いました。　まぁ、初

日から飲むわ飲むわで、準備した生ビール30リットルはあっという間に無。。。久々に朝まで飲みました。

　お昼間には、遊びに来てくれたコメットのみんなと家？を作ったりシーソーしたりと、爽やかな時間を過ごし、夜は例

によってお酒三昧。

　でも、しっかりトップスについて話し合ったり、牧野会長の出演ビデオをみて勉強したり、ちょっとここには書けない

ヤンチャもあり、暖炉で靴下が燃えたりと、なんとも言えない素敵な時間でした。

　これも、トップスメンバーがいればこそ！！！

　次期も次次期も次次次期も、ずーっとこんな旅行が出来たらいいなと思う八木でした。

八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史YYYY''''ssss

場所：

笠井俊明

日時：

　流儀というよりも私が常に心がけていることをお話させて頂きます。

　私の感情の中に嫌な事を後回しにすると言う無意識の行動が有ります。嫌な事が後回しに成ると頭

の片隅にチョット重たい日常が続きます。そんな事ないですか？私は意識して嫌な事を一番に処理

する事を心掛けいます。すると、嫌な事が無くなると同時に楽しい事や嬉しい事が2倍3倍に変わりま

す。全ての事が好転すると言っても過言では無い！興味を示して頂けた方は是非お試し下さい。

　私の流儀というか、自分に常に言い聞かせていることを述べます。私も長い間人間をやってきまし

たので感じることがあります。それは思ったことを行動に起こすことがいかに難しく、できないことだと

痛感します。「やってみるのは学ぶのに勝っている」と誰かが言ったそうですが本当だと思います。で

も私はこれがなかなかできません。本当に苦手です。良いアイデアや考えが浮かぶのですが行動に

移せない。実行できない。すぐ「まあ後でよいとか」「今は忙しいから暇になってから」とか、挙句に「面

倒くせえなー」など自分で勝手に都合をつけてしまいます。結局、やる気というものがなかなか出てき

ません。やる気ほど待っていても出てこないし、アテにならないものはないと思います。それで私は

「しなければならないことがあるときは、自分に都合を聞くな！」と心に決めています。にかく何も考え

ずまず体を動かすという習慣をつけようとしています。とにかく行動すれば自然とやる気も出くるような

気がします。まあ、そうはいってもなかなかうまくいきませんが早く、これが私の流儀です。と胸を張っ

て言いたいものです。

船木順司



2013年4月22日

ウエスティン都ホテル京都

私の流儀：森田ＹＳ

　　　　：八木ＹＳ

部長公式訪問例会：寺内ＹＳ 　　　　：髙坂ＹＳ

かもがわチャリティーラン：倉ＹＳ

ＥＭＣファンド合同ゴルフコンペ：河原祥博ＹＳ

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 4 月 円 4 月現金 円 4 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

日時：

場所：

６月号

ヘッド：牧野ＹＳ

夜桜フェスタ：乙坂ＹＳ

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

4444

42

38 0

0 16,000

1111....第第第第９９９９回回回回　　　　京都京都京都京都YMCA YMCA YMCA YMCA かもがわかもがわかもがわかもがわ　　　　チャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーラン　　　　スポンスポンスポンスポン

サーサーサーサー((((協賛金協賛金協賛金協賛金・・・・物品寄付物品寄付物品寄付物品寄付))))募集中募集中募集中募集中!!!!

チャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーランはははは、、、、参加費参加費参加費参加費がががが寄付金寄付金寄付金寄付金となるとなるとなるとなる大会大会大会大会ですですですです。。。。チームチームチームチーム

でででで力力力力をあわせをあわせをあわせをあわせ楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら走走走走るこのるこのるこのるこのチャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーランでででで集集集集めらめらめらめら

れたれたれたれた募金募金募金募金はははは、ＹＭＣＡ、ＹＭＣＡ、ＹＭＣＡ、ＹＭＣＡのののの行行行行うううう障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちのキャンキャンキャンキャン

ププププややややプログラムプログラムプログラムプログラムにににに支援金支援金支援金支援金としてとしてとしてとして活用活用活用活用されますされますされますされます。。。。

ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

日日日日　　　　　　　　時時時時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5555月月月月１９１９１９１９日日日日((((日日日日))))　　　　午前午前午前午前９９９９時時時時～～～～午後午後午後午後３３３３時時時時〔〔〔〔選手受選手受選手受選手受

付付付付８８８８時時時時30303030分開始分開始分開始分開始〕　　〕　　〕　　〕　　雨天決行雨天決行雨天決行雨天決行

場場場場　　　　　　　　所所所所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴨川公園鴨川公園鴨川公園鴨川公園　　　　出雲路橋西詰北側河川敷出雲路橋西詰北側河川敷出雲路橋西詰北側河川敷出雲路橋西詰北側河川敷　　　　((((地下地下地下地下

鉄烏丸線鉄烏丸線鉄烏丸線鉄烏丸線　　　　鞍馬口駅下車鞍馬口駅下車鞍馬口駅下車鞍馬口駅下車　　　　徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分))))

　　　　

スポンサースポンサースポンサースポンサー募集募集募集募集

　　　　　　　　　　　　趣旨趣旨趣旨趣旨にごにごにごにご賛同賛同賛同賛同いただけるいただけるいただけるいただける個人個人個人個人・・・・企業企業企業企業・・・・団体等団体等団体等団体等はははは協賛金協賛金協賛金協賛金

やややや参加費参加費参加費参加費、、、、物品寄付物品寄付物品寄付物品寄付でぜひごでぜひごでぜひごでぜひご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　協賛金協賛金協賛金協賛金　　　　一口一口一口一口　　　　１０１０１０１０，，，，００００００００００００円円円円((((企業企業企業企業・・・・団体団体団体団体))))

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一口一口一口一口　　　　　　　　５５５５，，，，００００００００００００円円円円((((個人個人個人個人))))

　　　　　　　　　　　　　　　　物品寄付物品寄付物品寄付物品寄付　　　　　　　　参加賞参加賞参加賞参加賞、、、、競技表彰商品競技表彰商品競技表彰商品競技表彰商品、、、、抽選会抽選会抽選会抽選会のののの賞品賞品賞品賞品

皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご協力協力協力協力よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

３.会員協議会のご案内

　京都ＹＭＣＡに連なる全ての普通会員が集まり交流する場

です。会員の行う様々な活動の発表の場でもあります。

公益財団法人になって新しくできた第２回の会員協議会で

す。多くの方の参加をお待ちしています。

　　　日時　６月２８日（金）　午後７時～９時

　　　場所　京都ＹＭＣＡ 　地下マナホール

お問合せ　　電話（０７５）２３１－４３８８

４.韓国仁川ＹＭＣＡ少年少女ヨーデル団＆管弦楽団来日コン

サート

韓国・仁川ＹＭＣＡが組織する少年少女ヨーデル合唱団＆管

弦楽団の来日コンサートを開催します。ぜひ、素晴らしい歌

声、演奏を聴きにお集まりください。

日　時　６月７日（金）　午後６時～７時

場　所　京都ＹＭＣＡ(入場無料)

お問合せ　　電話（０７５）２３１－４３８８

93 28,350 134,000
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２.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７６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　5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

　　お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８

　　　または　vb@kyotoymca.or.jp
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