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マタイ１０章４０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）））） 半期総会半期総会半期総会半期総会＆＆＆＆新年例会新年例会新年例会新年例会 （（（（日日日日）））） 国際協力国際協力国際協力国際協力フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル

25252525日日日日 （（（（金金金金）））） チャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサートチャリティーコンサート 12121212日日日日 （（（（水水水水）））） TOFTOFTOFTOF例会例会例会例会

（（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会 （（（（土土土土）））） 創立創立創立創立125125125125周年記念会員集会周年記念会員集会周年記念会員集会周年記念会員集会

（（（（日日日日）））） CSCSCSCSチャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリング

（（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会

　早くも半期が過ぎようとしております。振り返ると様々な出来事がありました、7月キックオフ例会では普段より大きな会

場とコの字に配置されたセッティングや初心の挨拶に入会式やゲストへの挨拶など周りに気など配る余裕も無くスタート

を切りました。8月納涼例会ではお酒も入り比較的リラックスしたムードのなか私と司会の出口ワイズだけが緊張のまま時

間を過ごしていたようなきがします。9月フレンドリー例会はEMC委員長  山下ワイズの思いと気合が入った例会となり安

田ワイズが司会を担当しリハーサルからバリバリの緊張感！前日には奥様に協力いただき練習する気合の入れようでし

た。そんな皆さんの協力のもと多数のゲストの方々が出席頂き総勢76名の例会を開催する事が出来ました。又当日には

大門和彦さんをゲストスピーカーにお迎えしプロ野球界の面白エピソードを御披露頂きました。10月部長公式訪問例会司

会は廣田ワイズです。持前の安定感でイレギュラーやアクシデントにも柔軟に対応していただきTOPSクラブ得意のオ・

モ・テ・ナ・シ！ で、これぞ！！TOPSクラブと言うアピールが出来たと思っています。又東日本区から沼津クラブ杉崎敏郎

会長と相磯優子直前会長の2名も参加頂きDBCについてラブコールを頂きました。11月Yサアワー例会司会は河合ワイズ

初めての司会とは思えない冷静さと安定感を発揮されお見事な司会っぷりでした。又YMCAサービス事業委員長  倉ワイ

ズが山田連絡主事にスポットをあて普段行われている活動報告やリーダー3名の活動内容を映像で披露頂き活発な質問

もあり充実した例会を開催する事が出来ました。12月クリスマス例会では2度目の司会出口ワイズ！納涼例会とクリスマ

ス例会！さすがお祭り男！今期のクリスマス例会はクラブメンバー全員で楽しみ会歴関係無くコミュニケーションをはかり

親睦を深める事を最大の目的として行いました。早くも会長になってから半期が過ぎ去りました。一層時間の経つのが早

く感じられ、ひと月の半分くらいはワイズのメンバーと顔を合わせている気がします。会長期の1年は半年が慌ただしく過

ぎ去り！後半戦半年は惰性で過ぎ去ると会長経験者よりアドバイスを頂いた事を思い出します。途中！くじけそうになっ

たり！理解不能な出来事が起こったりと会長になってから毎日が自分との戦いであり勉強の連続でもあります。残された

半期を私は楽しみながらメンバーと一緒によりいっそうチャレンジして行こうと思っておりますので皆様どうぞ宜しくお願い

致します。最後になりましたがトップスクラブメンバーの皆様そして委員長！

　三役さん！いつも本当にありがとう。
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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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地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！　伝え合おう！

ワイズの魅力を！　ＷＩＴＨ　ＳＭＩＬＥ！
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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
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2013年12月21日

ウエスティン都ホテル京都

2013年11月23日

YMCAリトリートセンター

2013年11月29日～12月１日

釜山

森田茂実森田茂実森田茂実森田茂実YYYY''''ssss

場所： 寺内陽子寺内陽子寺内陽子寺内陽子YYYY''''ssss

日時：

　秋晴れの中、オータムフェスタが開催されました。

　たくさんの子どもたちの賑やかな歓声を聞きながら、各ワイズメンズクラブの屋台を自由に回り、お腹いっぱい、とても楽

しい時間を過ごしました。

　今年のステージは、マイケルジャクスソンのダンスメドレーでした。子どもから大人まで、マイケルジャクソンを愛する

方々のダンスチームが来られ、本格的なダンスを見せてもらいました。

　ステージの最後に、全員参加のダンス教室があり、ちょっとだけマイケルジャクソン気分を楽しみました。

　また、毎年恒例の綱引き大会が行われ、私は今年も応援にまわりました。本当は参加したかったのですが、次の日の筋

肉痛が怖くて。

　娘は自然の中思いっきり走り回り、私はマイナスイオンをたっぷり吸って、大満足な半日でした。

河合博之

場所：

　クリスマスファミリー例会は、12月21日㈯、多く

のメネット・コメット・ゲストを迎えて髙坂会長の

点鐘ので始まりました。司会は「くじ運」の良い

出口ワイズ・食前感謝は倉Ｙサ委員長、乾杯は

舞田次期会長でした。

　食事のあとは、年齢別対抗のゲームが始まり

「トイレットペーパーの芯の早だし」や「風船割

り」「二人羽織風のうどん早食い」で熱い戦いが

繰り広げられました。

　ゲームのあとは、恒例のサンタ＆トナカイから

のプレゼントがコメット達にありました。

　ドアプライスでは豪華賞品がクラブから用意さ

れていて、楽しい時間を過ごさせていただきあり

がとうございました。（ちなみに私は「宝くじ」が

二口も当たり年末の発表が楽しみです。）髙坂

会長期の後半に向けてスパートです。

日時：

日時：

場所： 東剛士東剛士東剛士東剛士YYYY''''ssss

　法人用賃貸の仲介営業、分譲マンションの用地売買・企画、学生マンションの建築提案営業を経

て、不動産コンサルティング業を起業しました。世の中にスペシャリストは大勢いますが幅広い知識、

経験に精通したゼネラリストは多くありません。私はこれまでの経験を活かし、不動産建築のゼネラリ

ストとして、個人様向けに売買、建設、賃貸、管理のコンサルティングをしています。不動産活用でお

悩みの方はお気軽にお声掛けください！

　昨年11月29日～12月1日までの間、トップ

スクラブIBC交流事業として韓国ソミョンクラ

ブへの訪問をしてまいりました。

　内容としては、スンドゥブあり、夜景あり、

飲み会あり、キムチ作りあり、例会あり、イル

ミネーションあり、サムゲタンありのフルコー

スでした。

　総勢15名の団体でしたので、何をするにも

ソミョンクラブの皆さんにはご苦労とお手間

をかけていたのだと思いますが、そんな素振

りは一切見せることなく本当に気持ち良くも

てなしていただきました。そのことに対して感

謝と同時に本当に感動しましたので、次回ソ

ミョンクラブの皆さんが京都トップスクラブを

訪問していただく際は今回の感動を忘れる

ことなく、逆にソミョンクラブのメンバーの皆さ

んに感動していただけるようなおもてなしが

できればと思います。



　今期会計を務めさせています巴山です。　ようやく半期となり、ホッとする部分と力不足を感じる部

分が入り交っております。

　初めての三役という事もあり、慣れない部分が多々あり、各委員長をはじめメンバーの皆さまには不

快な場面もあったかもしれません。特に例会受付では、余裕のない状態でありました事はご存知のと

おりです。（そこは皆様の男気にて、きれいサッパリお許しください。）

　反省はそこまでとして、残りの半期については楽しい雰囲気作りに努めていきたいです。今期の新

委員長さん達は、みんなバイタリティーあふれる方たちで、｢やる気・元気・イワキ」をいつも分けてもら

えます。

　残り半期ですが、楽しく乗り越えられればと思います。未熟な私ですが、皆さん仲良くして下さい

ね。

　トップスクラブ第２０期髙坂期もアレヨアレヨっと言っている間にもう半期が過ぎました。私自身、三役

も会長職を含め４回目になります。最初のうちは何をしたらいいのか分からず回りの方々に迷惑ばか

り掛けていましたが会長職を経験し、これからは恩返しの為に出来るだけ頑張ろう！と思っておりま

す。今期は外の書記、毎日西日本区や京都部・他クラブからのメール等に当たっています。正直、頑

張るつもりでも結構抜けも多くやっぱり他の三役さんにご迷惑を掛けております。これからも色んな事

を経験し髙坂会長期を盛り上げると共にクラブの行く末に少しでも寄与できるよう研鑽を重ねてまい

る所存です。皆さんこれからも宜しくお願い申し上げます。東田吉末

　髙坂期の半期を終えて副会長という重責を坦いながら、まだまだ力不足を感じております。

　クラブの現状は他の三役や、委員長のおかげでとても楽しいクラブライフを送れています。

　皆様のバイタリティーがすごく圧倒される場面もたくさんありますが、もう半期みなさんに負けないよ

うに頑張りたいと思います。

舞田智之

　髙坂会長のアツイ思いのもとおかげさまでトップスの副会長をさせていただきアッという間に半期・

準備期間から含めると１年が過ぎました。歳のせいかすべてにおいて何かと早く感じる今日この頃、

楽しいクラブライフの中、想定外の予期せぬことサプライズもたくさんありますが、これもいい経験 自

分自身が・クラブが成長するにあたり超えるべきことだと考えます。

　せっかくこんないいクラブにいるのだから、いかに楽しんで自分自身を研き成長(自己研鑽)すること

が、仕事にクラブに社会に間違いなくプラスにはたらきます。

　私の好きな言葉 “緊張と緩和”“苦しいことから逃げていると、楽しいことからも遠ざかる”常に自分

自身に言い聞かせながら・・・

あと半期トップスクラブの素晴らしいメンバーの方々からいい縁・パワーをいただき楽しみながら自分

研きし氣を抜かず初心にかえってさらにブラッシュアップしていく所存でございます。

　今後共 ご指導・ご協力 宜しくお願い致します。

　書記石田です。半期を終え、初めての書記の仕事にあたふたした記憶しかございません・・

　前期は会計をさせて頂き、倉さんや廣田さんの背中を見ていたつもりでしたが、いざ自分がすると

なれば、全く想像とは違いました。

　さまざまな事が次から次へと起こる中、対処の方法を教えて頂きながらこれまでなんとかやってきた

感じです。入会式などのイレギュラーな行事に肝を冷やした事もございました・・

　しかし、皆様に支えて頂きながらこれまでやって来れたという事は、皆様にささえてもらったら、なん

とかなる！という事です（汗）

一歩一歩成長していきますので、もう半期よろしくお願い致します！

石田博紀

 髙坂会長期の三役として半期が過ぎ折り返し地点を回ったばかりの今日この頃ですが毎回思うこと

は「早いなぁ！時間がたつのは」ということです。

 この半年ワイズメンとしての行動や経験、自分の仕事やプライベート、振り返れば沢山有り過ぎ濃厚

な時間を過ごせたから思うのでしょう。

 半年無事に過ごせたのも周りにいつもいてくれるトップスクラブメンバーの皆さまや家族に本当にお

世話になったことを感謝したいと思う次第です。

 残り半期になりますがまだまだ沢山の事が待っています、髙坂丸が無事港に着くまで微力ながらお

役に立てる様精進していく所存です。

河原祥博

巴山直久

新山兼市



田頭邦彦Y's　選

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 12 月 円 12 月現金 円 12 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

メネット･コメット 名 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
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２.創立１２５周年会員集会

日時　２０１４年２月１５日(土)

　　※内容の詳細は後日ご案内致します。

例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席 献献献献 血血血血

つづけよう　　身近なエコから　　背伸びせず

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

7

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

３. 国際協力チャリティイベントへのご協力のお願い

  2012年度は国際協力募金拡充と国際協力のアピール

のために第１回国際協力フェスティバルとして開催いた

しました。今年度の第２回は募金目的も明確にし、内容

を刷新した国際協力チャリティイベントとして開催するこ

とにいたしました。

多くの方への広報をお願いします。また、当日は奮って

お越しください。

日時　２０１４年２月２日（日）１１時～１５時

場所　京都YMCA（三条）

目的　ネパールＹＭＣＡが運営する孤児院や新たな学校

建設の支援金

〇イベント内容（予定）　世界の料理(屋台)、バザー、ス

テージイベント等

※ バザー商品のご提供については2014年１月２０日～

３０日に京都ＹＭＣＡまで

ご持参願います。

主管　京都ＹＭＣＡ国際協力専門委員会　担当主事　阿

部・藤尾・加藤
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１.京都ＹＭＣＡチャリティーコンサート　　流れる古都の

風

このコンサートの収益金は、インドのランチＹＭＣＡを通

して京都ＹＭＣＡが継続的に支援しているハンセン氏病

患者のコミュニティ支援と公益活動を行うＹＭＣＡを支え

る公益活動寄付金として使われます。

　出演　邦楽アンサンブル　みやこ風韻

三好芫山(団長・尺八)、大谷祥子(箏)、片山旭星(琵

琶)、三好晃子(箏)、竹林雅萌(箏)

日時　　２０１４年１月２５日（土）　　　午後６時３０分開演

(午後６時開場)

　場所　　府民文化ホール　アルティ

(上京区烏丸通一条下ル　地下鉄今出川駅６番出口南

へ徒歩５分)

　チケット　前売り　２，５００円  当日３，０００円

　※　ＹＭＣＡ　三条本館 １階・府民ホールアルティ窓口

にてチケット販売中

　※前売り電話予約可(１月２４日までにお名前・住所・

チケット枚数ご連絡ください)

スススス ママママ イイイイ ルルルル

8,330

190,690

30,000

1,600117,000

800

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８４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　　２０１４年１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(お茶代等)

お申し込みは　下記お電話又は　vb@kyotoymca.or.jp

山下喜彦

　皆さん、はじめまして 建築業をしてお

ります。山下 喜彦です。  現場で、出口

ワイズと出会い、トップスクラブの話を聞

き、今現在、未熟な私にとって、この会

は、興味深く、成長出来る会だと思い、

入会させて頂きました。

　今後皆さんと交流する事で、色々な勉

強をさせて頂き私自身、成長して行きた

いと、思ってます。

　宜しくお願いします。

※すべてのプログラムに関するお問い合わせ・お申し込

みは

電話（０７５）２３１－４３８８　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０

Ｅ－ｍａｉｌ　　ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒｇ（ボランティアセミ

ナー・スキー除く)

４.２月のスキー・雪遊びプログラム

２月は毎週末、日帰りのスキーや１泊２日・２月７日～９

日は２泊３日のスキーキャンプを実施します。

また、11日の祝日には、日帰りで雪遊びのプログラムも

予定しています。

いずれも、幼児年中～小学生を対象に初心者向けの内

容で、スキーは滋賀県の箱館山と福井県の今庄、雪遊

びはマキノ高原とゲレンデまでの所要時間も短くて小さ

なお子様でも安心です。

ふるってお申込みください。


