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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。

お祝いや記念日には幸せのお裾分け、感謝の気持ちとともに献金をしませんか。エンダウメン

ト基金（ＥＦ）は国際協会へ、西日本区ワイズ基金（ＪＷＦ）は西日本区へワイズダム発展のため

にご協力お願いします。

　トップスクラブに入会して４年目を迎えました。私は以前にワイズに入会していた経験がありました。事情があり

離れていたのですが、縁あって二人のトップスのメンバーに誘っていただき廣田ワイズの会長期に入会しました。

ワイズを離れていた時期に息子の大学の親の会の役や仕事関係の組合の理事等を受けていたので、ワイズは

少し早いかなと考えていた私は、当初は１メンバーとしてトップスクラブの雰囲気を「楽しめれば」という感じのスタ

ンスでワイズに関わっていようと思っていたのですが、３年目に「地域奉仕」委員長を４年目の今期は「ドライ

バー」委員長をさせた頂くことになりました。「楽しめれば」とのん気に構えていた私は、トップスクラブの委員会の

運営の仕方が分からないまま委員長を受けたので、会長始め多くのメンバーに迷惑を掛けながら委員長を務め

ています。「地域奉仕」委員長は西日本区や国際への献金等がありメンバーへのアピールや集金（と言って良い

のか分かりませんが）が期日もあり、のん気に構えていた身には大変でした。そして今期の「ドライバー」委員長で

すが、以前のクラブとトップスクラブでの十数年のワイズ経験の中で初めて経験する委員会＆委員長です。「な

ぜ？」と思いながらお受けした委員長で｢例会｣の企画・運営の難しさ、例会出欠の確認の煩雑さ等を感じながら

会長始め三役の皆様の助けを借りて何とか例会を経験させて頂いています。私の場合、今期の委員長をさせて

頂き人としての成長というか進歩を感じています。あまり深く考えずに委員長等を引き受けてしまい回りのメン

バーに苦労を掛ける私ですが、これからは少し考えてからにしようと思います。（多分、自分の許容範囲を超えて

受けるのはマズイですから）
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日時：

笠井笠井笠井笠井　　　　俊明俊明俊明俊明YYYY''''ssss場所：

　2月建仁寺座禅例会！この様な例会もいい経験だと思います。

僕は、今年で2回目の座禅例会に出席させて頂きましたがやはりいい経験だと思います。

まず、行くと建仁寺の中(各部屋の説明や由来など)の説明をお聞きして、それから座禅部屋へと案内され座禅の仕

方の説明を受け、着ていたｼﾞｬﾝﾊﾟｰを脱ぎいよいよ座禅ｽﾀｰﾄです。

説明の中で心を無にするとの事ですが、なかなか難しい事と思いました。

寒いとか、お腹が減ったとか色々頭の中をよぎっていました。

改め自分の未熟さを実感させらました。やっぱり、喝を入れてもらうべきでした。来年は自ら喝を志願したいと思いま

す。　　合掌

　2月24日しょうざんボールにてボーリング大会が開催されました。今回で10回とすっかり京都部の恒例事業になりまし

た。以前はソフトボール大会と言うのがありました。ただグランド確保とワイズの高齢化により運営が困難になり、こちらに

変わったように記憶しています。個人的にはソフトボールが好きで非常―に残念でしたが天候で開催できなかったことが

続き廃止になりました。さて当日は大変寒く雪がちらつく天気でしたが、２００名あまりの参加者が集まり大いに盛り上がり

ました。トップスから牧野会長はじめ沢山のメンバーが参加しました。しかし成績の方はクラブ対抗戦で3位までに入らず

残念でしたが、個人ではトビ賞にアラヤマ・藤田両氏が入りました。何位かは個人のプライド（？）に関わるので伏せてお

きます。この大会の収益と当日の献金（65,607円）はYMCAリトリートセンターで昨年起きた豪雨災害の復旧支援に使われ

るとの事です。最後に２回連続でホストしてくださったメイプルクラブの皆様には大変お世話になりました。

　参加者　牧野会長　アラヤマ　石田　加藤（信）　河原（正）　河原(祥)ファミリー（3名)　清水　寺内　同ｺﾒｯﾄ　ニイヤマ　西

浦　廣田ファミリー（４名）　藤田　同ﾏｺﾞﾒｯﾄ　船木　森田　渡辺夫妻　笠井　敬称略
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 私は去年の夏頃から人生の壁にぶち当たってると自分で思い…悩んでいました…新しい年を迎え

ても同じ事を考えて解決案が見つからないと悩んでいました…

そんな時、１月半ば頃だったかな～

あるテレビで《幸せのはひふへほ》という言葉が耳に飛び込んできました。

　『は』 幸せは半分でいい  半分だけでも満たされたら喜びましょう。

　『ひ』 幸せは人並みでいい  人並み以上を望むときりがありません。

　『ふ』 幸せは普通でいい  目の前の普通の生活が出来る幸せを感じましょう。

　『へ』 幸せは平凡でいい  平凡でいられる事ほど幸せな事はない。

　『ほ』 幸せは程々でいい  欲張らずに程々に出来る幸せを感じましょう。

この言葉がとても頭に残り考えました…

だんだん心が楽になり、気持ちが晴れました～

欲張らずに身の程を知った幸せ感を十分に持ち、これを目指して、今後は精進して行くことを私の流

儀としていきます。

幡山章浩

私は、造園の仕事をしています、流儀ではないと思いますが・・・

今でこそ、お客（施主）さんの立場になって考える事が出来る様になりましたが、若い頃は少し仕事を

覚えると天狗になり、自分の考えや思いを主張しすぎ、自分勝手に仕事をしよく怒られ失敗したもの

でした。

訪問販売や電話での訳の分からない勧誘等たくさんあります、今思うと高圧的な態度、言葉で対応

していたかと思うと、恥ずかしく胸が痛みます。

そんな頃、ワイズメンズクラブに入会させて頂き、異業種の先輩の方々と出会い話を聞かせて頂いて

いる中で考えが変わって、良い人生経験、勉強をさせて頂いたと感謝しています。

やっぱり私も、感謝、アリガトウです。

　流儀というほどではありませんが、ご縁を大事にしています。ちなみに無宗教ですが（笑）自分自身

何事にも、偶然はない！と思っていてできるだけ、老若男女いろんな方と話をしようと心掛けていま

す。

　まさにこれがクラブに入るきっかけだったのです（ボランティアと言いたいところですが・・・残念！）

いろんな方々との交流が、自分を元氣にしてくれますし必ず得るものがある。いつもご指摘を受ける

のですが　無意識で“なんでも氣のもん” “一事が万事”などとわかったような事を言っているようで

す。

　安倍さんにかわって、景気が急に上向いているように感じ踊らされてますが、まさに“氣のもん”踊ら

されるのもいいかなぁ・・・なんて、良くも悪くも“氣”の付く言葉はたくさんあります。一度調べてくださ

い　氣づき　があり面白いですよ！！

　私の好きな　心戒十訓　あ・お・い・く・ま　温故知新　毎日言い聞かせていますが・・・少しでも近づ

けるように“氣愛“をいれて頑張りたいと思います。

　建仁寺での座禅の後、習ったばかりの「放てば手に満てり」を即実践して鞄を忘れて帰った幡山で

す。

流儀のように大それたものはなかったのですが、常に意識していることは誠実であることと正直である

ことです。

　仕事において私はクライアントから信頼をいただくことが一番大事だと思っています。誠実さと正直

さは人との関係を良好に保つ土台です。「信頼」というかけがえのない関係性を生み出すのに必要だ

と思います。

クラブにはこの人は信頼できるなっていう方ばかりで、自然と誠実さと正直さを兼ね備えてられるなと

思いましたが、まだまだ発展途上の私が意識していることをご披露させていただきました。

　これからもご指導よろしくお願いします。



私の流儀：船木ＹＳ

　　　　：新山兼司ＹＳ

CATT例会：石飛ＹＳ

　　　　：徳桝ＹＳ

次期会長･主査研修会：髙坂ＹＳ

私の流儀：笠井ＹＳ

20周年準備例会：岩田ＹＳ　　　　：廣田ＹＳ

　　　　：木村ＹＳ

　　　　：加藤隆司ＹＳEMC旅行(ﾘﾄｾﾝ)：八木ＹＳ

４月号

ヘッド：田頭ＹＳ

リーダー祝会：千賀ＹＳ

　　　　：渡部ＹＳ

ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌ：出席者に

次期役員研修会：安田ＹＳ

ヘッド：東田ＹＳ

５月号

ブリテン委員会より原稿のお願い及びお知らせ

５．サバエ教育キャンプ場・リトリートセンター夏期利用案

内

自然いっぱいで心が安らぐサバエキャンプ場・リトリートセ

ンターでは夏期（７・８月）の受付を下記日程で行います。

ご利用ください。

３０名以上　３月６日(水)　午前１０時～

　　　　　　　　　　３０名未満　３月８日(金)　午前１０時～

リトリートセンター2013年４月～2014年３月まで（７・８月を

除く）のご利用は只今受付中です。

６.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７４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　３月１６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)

　

お申込は下記お電話または　vb@kyotoymca.or.jp  まで

１．２０１２年度卒業生リーダー祝会のお知らせ

　今年も多くの少年リーダーが社会に巣立とうとしておりま

す。ＹＭＣＡでの活動に捧げていただいた労力と時間は、明日

をつくる子供たちの大きな糧となったに違いありません。情熱

ある働きに感謝するとともに、ＹＭＣＡでの経験が今後に活か

されることを祈ってともに祝いたいと思います。

　　　とき　　３月１０日(日)　　　午後２時～５時３０分　(受付午

後１時30分開始)

　会場　　京都ＹＭＣＡ　　三条本館　1階ロビー及びマナホー

ル

２．新年度プログラム募集

子どもたちのウエルネスプログラムの新年度参加者募集中で

す。

ご参加をお待ちしております。

   スイミングスクール・体育活動　　　お申し込み・お問い合わ

せ　　電話０７５－２５５－４７０９

   グローバルアウトドアクラブ      お申し込み・お問い合わせ

電話０７５－２３１－４３８８

３．京都YMCA第10回発達障がい児理解セミナー発達障がい

の子どもを社会とつなぐために

日　時：３月９（土）　午後２時～午後４時３０分

場　所：京都市中京区青少年活動センター　３階　大会議室

(東洞院通六角下ル)

内　容

Ⅰ.総　論　講師　小谷裕実氏（花園大学社会福祉学部臨床

心理学科教授・小児科医）

Ⅱ.学校での実践　講師　公原恵理子氏

(大阪YMCA国際専門学校高等課程・表現コミュニケーション

学科性教育担当スタッフ)

Ⅲ.家庭での対応　　　木村厚美氏（女子高校生保護者）

　　　　　　　　　　　　　　山田伸子氏(男子高校生保護者）

参加費:　１，５００円

４．「大人と子どものための読み聞かせの会」公演in Kyoto

のお知らせ

東日本大震災から２年経ち、震災の記憶をなくさないよう

にという思いをこめて岩手県宮古市で被災者支援公演を

行われた中井貴恵さんの協力をいただき絵本の読み聞か

せの公演を行います。多くの方に見ていただき、被災地支

援の協力をお願いします。

日　時　４月１３日（土）　13：30～16：00

会　場　京都ノートルダム女子大学　ユニソン会館大ホー

ル

入場料　無料

 お問い合わせ(詳しい内容)・お申し込みは

　　　　１・２・３・４・５・６　　電話(０７５)２３１－４３８８

　　　　２　　　　　　　 　　　 電話(０７５)２５５－４７０９


