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ヨハネによる福音書　8章32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

（（（（金金金金）））） EMCEMCEMCEMC・・・・ファンドファンドファンドファンド合同合同合同合同ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ （（（（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
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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。

次期西日本区次期西日本区次期西日本区次期西日本区EMCEMCEMCEMC事業主任事業主任事業主任事業主任　　　　河原正浩河原正浩河原正浩河原正浩

6666月月月月

LT

LT の機会をすべての会員で共有しましょう。自身の学びをメンバーとの親

睦とクラブ活性化につなげましょう。

ＮＥＷ ＴＯＰＳＮＥＷ ＴＯＰＳＮＥＷ ＴＯＰＳＮＥＷ ＴＯＰＳ

　キャピタルクラブからチャーターし早くも２０年、時が過ぎるのは早いものでその間には。京都部長２名輩

出、区役員、部主査と私が会長時には考えられない事です。

　今では、５０名はおろか６０名に達する勢いでメンバーが増えどこまで行くのでしょうか前期あたりから、３

年未満の若手メンバーさんを委員長に指名し、個々の居場所を見つけ楽しんで活躍され又その行動力に

は、素晴らしいものがあり感謝申し上げます。その相乗効果もあり若手メンバーさんも沢山入会して頂きク

ラブの雰囲気もＮＥＷ　ＴＯＰＳ誕生みたいな感じです。

　自分としては、どうしてもＥＭＣ的な考えになってしまうのはなぜ・・・？

　今は、少し離れたところからクラブをみています、良いところ、悪い所が見えてき面白いものです今２０年

の節目を迎え、勢いがあり過ぎクラブのあり方を考えＣ（コンザベーション）を忘れがちになっている様な気

がします（私だけでしょうか）？決してネガティブに考えているわけではありません、メンバー自身の自己研

鑽、そしてクラブのありかたを考えていく時期ではないのでしょうか？

　私はオファーに対してはＹＥＳ ＭＡＮです、それが良いのか、悪いのかは分かりませんが、そのおかげで

地域奉仕主査・ＥＭＣ主査・部書記と大変大きな経験させて頂きそして次期は、西日本区ＥＭＣ主任と言う

大役をさせて頂く事になり、楽しみ、不安等はありますが、精一杯お努めしたいと思っています。

　今トップスクラブは西日本区及び東日本区でも勢いがあるクラブとよく耳にしますが、メンバー増強ばかり

が目立ち、まだまだ20年若いこれからのクラブです、あぐらをかくことなく、何事にも冷静かつ慎重になり、

受ける勇気、断る勇気を持ちたいものです。
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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 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－－－－

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
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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！！！！
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平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。
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2014年4月9日

ウエスティン都ホテル京都

2014年4月8日

沼津

2014年4月11～12日

京都YMCAリトリートセンター

　次期舞田会長期のブリテン・広報事業委員長をさせていただくことになりました、入会して１年の河合です。当委員

長拝命のご依頼をいただいた時は正直、戸惑いましたが諸先輩方から「依頼されたら受けること」との薫陶をいただ

いておりましたので、現在に至っております。

　４月11日・12日に役員研修会が行われ、参加するまでは「まだ、１年未満やしなぁ」との甘えた部分を持ち合わせな

がら参加したのですが、研修会冒頭から「委員長の心構え」についての講話があり、他のメンバーはその事業のス

ペシャリストと見ますとの一発！甘えは一瞬して消え去りました（怯）また、懇親会ではマル秘話も交えながらも最終

的にはトップスクラブやワイズメンズクラブの今後の在り方について、ついつい語り合う時間。他にも色々と話したい

ことはあるのですが、この紙面だけでは語りつくせません。「知れば知るほど楽しいクラブ」「何かを見つける、何か

が見つかるトップスクラブ」次期ブリテン・広報事業委員長として、自分の感じたことを広報できたらと思います。

日時：

日時：

場所：

場所： 山下喜彦山下喜彦山下喜彦山下喜彦YYYY''''ssss

　1967年に、チャターされた沼津クラブに高坂会長・船木ＹＳ・加藤隆司ＹＳ・牧野ＹＳ・幡山ＹＳ・安田で例会に訪問し

てきました。

　入会式にも立ち会えました。その時の入会式は、アカペラで女性メンバーが歌を歌われ出席者全員がろうそくを持

ち入会者を暖かく迎える入会式でした。

　トップスクラブとは、進行の感じも違い色々なクラブ独自の入会式が有るんだなと初めて知りました。

　例会終了後は、懇親会も行って頂きすごく美味しいお刺身やお寿司を頂き楽しい交流訪問になり、その時に沼津

クラブ様からのＤＢＣ締結も視野に交流をこれからも行いたいと熱い気持ちもお聞きしております。

　他クラブ訪問に行かれた事のないメンバーさんも1度交流訪問に参加して頂いたら色々と楽しい事もありますよ

～！

安田雄作安田雄作安田雄作安田雄作YYYY''''ssss

河合博之河合博之河合博之河合博之YYYY''''ssss

日時：

場所：

　皆さん、こんばんわ 派手では無い方の山下です。入会して、始めての外での例会。どんな雰囲気なのか？楽しみ

にして参加させて頂きました。

　いつも例会とは、違い少し肌寒かったですが、始めから、お酒も入り、和やかな雰囲気で、今まで、話した事が、無

かった人とも、お話し出来て、楽しい充実した時間でした。

　まだまだ解らない事だらけですので、これからも皆さん よろしくお願いいたします。



2014年4月20日

京都YMCAリトリートセンター

2014年4月20日

京都YMCAリトリートセンター

　こんにちは！河原Ｂ祥博です！！

　私は㈱セブンキャストカーズという会社でクルマの売買やクルマに関する仕事をしております。初め

からクルマの仕事に携わってきた訳ではなく①繊維商社→②一級建築士事務所→③くるま業界と渡

り歩いて来ました。それぞれの分野で経験した事を糧に現在の仕事をしております。

　モットーは「あんたに頼んで良かったわ！」と言って頂ける仕事をする事。ユーザーのライフスタイル

を考慮し出来る限り希望にそって後少しだけ私のテイストを隠し味？に入れたクルマライフを提案し

皆様の笑顔が見られる事を更に追求

河原祥博

　新卒にて銀行に就職し僅か４年で退職、目標目的も定まらずお世話に成った方々へ挨拶周りを、

有る方が早く仕事を見つけなさいと紹介されたのがこの仕事、保険代理業でした。あれよあれよと言

う間の30年、営業成績有りきの時代、会社拡大拡張が生きがいだった時代と紆余曲折は有りました

がその経験が今自分の生き方の糧と成っている。肩に力を入れずどんな事にも素直に向き合える良

い仕事が出来ていると思います。

　今後は培ってきた経験を基に多くの方への良きアドバイザーとして活動出来れば幸せかな！「利他

の心」を持ちながら。

場所： 清水寿和清水寿和清水寿和清水寿和YYYY''''ssss

　４月２０日(日)午後５時から、リトセンにおいて夜桜フェスタが開催されました。天候が怪ぶまれましたが、小雨のパ

ラパラ程度で少し肌寒く感じましたが、桜も満開で上々の設えでした。

　我がトップスクラブは去年に引き続き、焼トウモロコシを提供いたしました。手軽さ美味しさがうけて、予定食数を短

時間でクリアいたしました。他クラブの屋台は、ローストポークやてんぷらうどん、焼きそば、串かつ、フランクフルト、

たこ焼き、豚饅、餃子、カレーライス、焼き鳥、ポップコーン、みたらし団子、フルーツポンチ等でした。すべて制覇し

ようと思いきや、半分強で満腹になり今年もクリア出来ませんでした。チケット代２０００円分は、十二分に堪能できま

した。

　最後に、小林ワイズの賄いで、特性ダレで漬けた焼き鳥がすごく美味しくて、本日食べた中で一番でした。参加さ

れたメンバーの方々、コメットさん、倉Yサ委員長大変ご苦労様でした。

場所： 倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也YYYY''''ssss

　４月２０日（日曜日）夜桜フェスタの開催前の15：00より京都YMCAリトリートセンター研修棟にて『京都部YYYフォー

ラム』が開催されました。

　はじめに京都YMCAリーダーからの活動報告がありました。野外活動アウトドアクラブのリーダーとキャンプリー

ダーの報告では約１１チームに分かれて活動しており、とにかく念入りにミーティングを重ねてプログラムを進めてい

くらしく、中高生のチームでは自分たちで活動の企画をさたりしているそうです。重い病気の子どもたちの支援プログ

ラムでは京都府立医大病院や京大病院の小児病棟に入院している子どもたちを対象に月一度訪問されている活動

や病気の子どもとそのきょうだいたちのキャンプの報告をしてくださいました。活動に参加していてその子どもたちの

『はじめて』に出会えることがすごく楽しみだと話されました。

　また、AYC参加者の報告ではあるワイズメンよりAYCなどでいろんな人と交流をすることは『人格の交換だよ』とい

う金言をいただき感動したと報告されました。

　最後に、昨年このYYYフォーラムにてお披露目されたVOLATZの活動報告やメンバー紹介をされました。

　当日、外はあいにくの雨模様で薄暗い感じのお天気でしたがこのYYYフォーラムの会場の中はリーダーたちの活

き活きとした表情での報告でとても華やかで活気のある雰囲気だったのが印象的でした。

八木薫史

日時：

船木順司

　皆さんにも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）

　先日は、我らがトップスクラブの加藤隆司ワイズのご子息様のご結婚式に撮影で呼んで頂き、お仕

事をさせて頂きました！！まだお渡しは出来てませんが、たくさんの笑顔を押さえる事が出来たと自

負しております。作り込んだ写真もいいもんですが、こと、結婚式に関しては自然な笑顔の写真に勝

てるものは無いかもしれないと思う八木なのでした。

　お写真が必要な時は、お声掛けくださーい！！

日時：



廣田隆治Y's　選

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･コメット 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

３ボランティア養成講座　音読(朗読)　２０１４年５月スタート！

ボランティアとして活動する一歩をふみだしてみませんか？

まったく未経験の人も、声の仕事や部活を経験した人もどちらも歓迎！

講師　安田知博氏　　フリーアナウンサー・音訳(朗読)指導者。先天性の視覚障がい。

　　　　　　　　　　　　　　立命館大学で福祉を学ぶ。現在日本ライトハウスなどで、音訳ボランティアの養成講座を担当するほか、

全国２０府県で高校放送部の指導に携わっている。ＮＨＫＥテレの「バリバラ」で、副音声(解説放送)のナレーション担当、さらに

尺八奏者として音楽活動など多方面で活躍している。

日程　５月１７日・５月３１日・６月２１日・６月２８日・７月１９日・８月２日　いずれも土曜日

時間　午後２時～４時

場所　京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

受講料　１，０００円(１回)・５，０００円(６回)

お申込み・お問い合わせは　電話(０７５)２３１－４３８８

２.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３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２７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

１..第１０回　京都YMCA かもがわ　チャリティーラン　スポンサー(協賛金・物品寄付)募集中!

チャリティーランは、参加費が寄付金となる大会です。チームで力をあわせ楽しみながら走るこのチャリティーランで集められた

募金は、ＹＭＣＡの行う障がいのある子どもたちのキャンプやプログラムに支援金として活用されます。

ぜひ、ご協力をお願いいたします。

日　　時　　　　　５月１８日(日)　午前９時～午後３時〔選手受付８時30分開始〕　　雨天決行

場　　所　　　　　鴨川公園　出雲路橋西詰北側河川敷　(地下鉄烏丸線　鞍馬口駅下車　徒歩５分)

　

スポンサー募集

　　　趣旨にご賛同いただける個人・企業・団体等は協賛金や参加費、物品寄付でぜひご協力ください。

　　　　協賛金　一口　１０，０００円(企業・団体)

　　　　　　　　　一口　　５，０００円(個人)

　　　　物品寄付　　参加賞、競技表彰商品、抽選会の賞品

皆様のご協力よろしくお願い致します。

お申込み・お問い合わせは　電話(０７５)２３１－４３８８
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例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席 BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血

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８８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１７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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