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マタイによる福音書　第６章２２―２３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

（（（（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 9999日日日日 （（（（水水水水）））） キックオフキックオフキックオフキックオフ例会例会例会例会

西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会 （（（（日日日日）））） サバエサバエサバエサバエ夏期開設夏期開設夏期開設夏期開設ワークワークワークワーク

21212121日日日日 （（（（土土土土）））） 引継例会引継例会引継例会引継例会 （（（（金金金金）））） EMCEMCEMCEMC懇談会懇談会懇談会懇談会

23232323日日日日 （（（（月月月月）））） EMCEMCEMCEMC勉強会勉強会勉強会勉強会 （（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会

（（（（水水水水）））） 役員会役員会役員会役員会25252525日日日日

書書書書 記記記記 ：：：：

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！！！！

会会会会 計計計計 ：：：：

体のともし火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいが、濁っていれ

ば、全身が暗い。

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題

Let us join handsLet us join handsLet us join handsLet us join hands!!!!　　　　　　　　さあさあさあさあ！！！！手手手手をををを取取取取りりりり合合合合ってってってってワイズワイズワイズワイズのののの輪輪輪輪をををを広広広広げましょうげましょうげましょうげましょう！！！！京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題
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アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 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 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

（（（（大大大大きなきなきなきな挑戦挑戦挑戦挑戦へへへへ一歩一歩一歩一歩ずつずつずつずつ）　－）　－）　－）　－あたえようあたえようあたえようあたえよう感動感動感動感動――――

通巻240号

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。

会長会長会長会長　　　　髙坂訓髙坂訓髙坂訓髙坂訓

7777月月月月

評価・計画

クラブが発展するために計画の進捗管理をおこない、成功と失敗の経験と

知識をきちんと次期に引き継ぎましょう。

One step for big challengeOne step for big challengeOne step for big challengeOne step for big challenge

 　～ 　～ 　～ 　～((((あたえようあたえようあたえようあたえよう感動感動感動感動))))～～～～

　一年を振り返ると嬉しい事！楽しかった事！悲しかった事！辛かった事！たくさんの出来事がありまし

た。私は会長としてスタートする前に書き留めていた二年分の資料に目を通し余り手にしたことの無い

ROSTERを広げクラブの定款や会則を読み準備を進める間に新たな目標が生まれてきました。それは、西

日本区大会で最優秀クラブ賞を受賞することです。キックオフ例会にてメンバーに初心挨拶と共に大きなク

ラブ目標としスタート致しました。そうすると！三役をはじめ委員長やメンバーからも様々な意見や提案が

どんどんと出てきました。例会出席率、メイキャップ、献金、メンバー増強、交流事業、などメンバー全員の

方向が一つになり始め二言目には最優秀クラブ賞を口にすると言う現象が起こり始めました。本当に感謝

しております。

　このブリテンヘッド原稿が皆様の手元に渡る頃には西日本区大会で最優秀クラブ賞やその他数多くの賞

を受賞して西日本区全体に京都トップスクラブの名前と存在を存分にアピールし帰ってきている頃でしょ

う！そして今期この大きな目標が達成出来なくてもまた次期の大きな目標として引き継がれ今後益々トッ

プスクラブは発展し続けると確信しております。

　最後になりましたが今期一年間私を成長させて頂きましたトップスクラブ委員長をはじめメンバーの皆様

に感謝申し上げます。ありがとうございました。

　そして、私のわがままに付き合い一緒に一年間支え続けて頂いた三役の皆様にも心より感謝申し上げ

2013～2014第20期会長として最後のブリテンヘッド原稿とさせて頂きます。ありがとうございました。
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2014年5月14日

ウエスティン都ホテル京都

2014年5月9日

名神竜王カン トリー倶楽部

2014年4月11～12日

ウエスティン都ホテル京都

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 5 月 円 5 月現金 円 5 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

石黒健太石黒健太石黒健太石黒健太YYYY''''ssss場所：

0

84,580

83,950 5,000

　５月のCATT合同例会では、６名のゲストの方に参加して頂きウェスティン都ホテルにて盛大に開催されました。

　「目立つための狂言の知恵」ビジネスマンにとってのコミュニケーションとしての会話方法をテーマに大蔵流狂言

師、茂山千三郎氏による講演を聞かせて頂きました。実際に能や狂言の動きを見るのは初めてでしたが独特の動

きがあり奥が深いと感じました。この動きを交えてのお話は大変分かりやすく参考になりました。皆さんの今後のビ

ジネスにも活かしていきましょう。

　5月11日にウエスティン都ホテル山城の間にて京都めいぷるワイズメンズクラブの３０周年記念例会が行われまし

た。この例会は三部構成になっており記念式典・スペシャルオリンピック日本の名誉会長　細川佳代子氏の記念講

演・記念祝宴と内容が多い４時間でした。

　記念式典ではめいぷるを支えてこられた先輩方のメモリアル映像の上映に感動し、記念講演では細川さんのスペ

シャルオリンピックの話に感動。他の記念例会にも参加したのです。めいぷるクラブの記念例会は派手さはないです

が、とても感動の多い記念例会でした。

　来年はいよいよ我がトップスの２０周年例会です。入会して間もない私が言うのもなんですが、トップスらしい記念

例会になるよう頑張りたいと思います！

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

5

日時：

日時：

場所：

場所： 中野 記美夫中野 記美夫中野 記美夫中野 記美夫YYYY''''ssss

金岡達毅金岡達毅金岡達毅金岡達毅YYYY''''ssss

日時：

313,000 3,200
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　今回初めてEMC・ファンド合同ゴルフコンペ(5月9日・名神竜王カン トリー倶楽部にて)に参加させて頂き、程よい緊

張の中、楽しい時間を過ごさせて頂きました。

　正直、3月に入会させて頂いたばかりで失礼ながらまだまだ、顔と名前が一致せず(申し訳ございません)ボール

共々右往左往している中、同組 になりました田頭Y's,東田Y'sにご迷惑をおかけしながらも何とか18ホールを無事終

了いたしました。

　ルーマプラザで行われた二次会も含め、今までお話できておりませんでした方々と話す機会を設けて頂きました幹

事の方々にお礼を申し上げると 共に今後も時間が許す限り、Y’sのイベントへ積極的に参加させて頂きたいと思い

ます。

　本来ならば、参加者、結果などをご報告しなければならないのでしょうがまさかのブリテン原稿依頼、スコア表を探

してみましたが、見つからず 最後まで右往左往する結果となってしまいました。

0



2014年5月18日

鴨川河川敷

廣田隆治Y's　選

　みなさん。こんにちわ

　昨年７月に入会しました。本田です。早いもので、８ヶ月が過ぎます。その間、例会や懇親旅行等

に参加させて頂き、だいぶ、みなさんとも交流ももてる様になって、なれてきたかな？？と思っていま

す。

　さて、私の仕事と言う事ですが、私は、現在、パスタ料理専門の飲食店を、直営店で、９店舗、姉妹

店が１１店舗合計２０店舗展開しております。 お店の名前は「モルトボーノ」と言いまして、イタリア語

で「とても美味しい」と言う意味になります。 この業態を展開し始めて、今年で１３年目になります。 も

ともとは、ファミリーレストランのチェーン展開に２０年従事してまして、独立してこのパスタ料理の店舗

を出店しこんにちになります。 直営店舗の出店地域は、大阪、兵庫が、主で、京都には、姉妹店が

亀岡にあるだけで市内には、いまだ、出店出来ていないのです。 今後は、京都市内は勿論、関東方

面にも、積極的に、展開して行きたいと思っています。

　また、このトップスクラブでも、みなさんと積極的に交流を持ち、盛り上げて行きたいと思っていま

す。

本田正人

　僕の仕事は、工務店です。もともとは父の下で大工を見習い現場でｺﾝｺﾝとやっていました。一人

前の大工として父に育てられると父は全てを僕に任せる様になり、最初は戸惑い、悩み苦労もしまし

た。その時は、何か手助けしてくれたらいいのにと思う位一言も言わない父でした。任されてから(有)

ヤマコーを立ち上げました。最初は現場に出て仕事だけをしている自分が経営者になってやって行

けるのかとの不安も有りましたが、父からのﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁの時の経験を生かして現在に至っております。

住宅の新築、ﾘﾌｫｰﾑ、店舗、工場、ｸﾘﾆｯｸ等色んなお客様のﾆｰｽﾞに合わせて取り組んでおります。

色々な方に助けられながら、まだまだ勉強中ですが僕のﾓｯﾄｰ精一杯の力を出して日々前進して

行っております。

日時：

　皆さんこんにちは。私の仕事の内容は美術品の卸です。名古屋の名鉄百貨店や下関の大丸、他

は全国の小売店に掛軸や日本画、油絵などの額装(JA大津には仏壇なども)を提供しています。

　トイレに掛ける額から玄関、応接間に掛ける額装、床の間に掛ける掛軸などや、お祝に送る絵画な

どの御相談は是非とも斎藤美術へお願いします！

　まだまだ勉強する事ばかりですが、会社と共に自分も成長できるように頑張ります。

山下大輔

齊藤 誠

場所： 今西宏樹今西宏樹今西宏樹今西宏樹YYYY''''ssss

　かもがわチャリティーラン初参加しました。クォーターマラソンに走ったのですが、天気がよすぎて途中で倒れそう

になりましたが何とか完走できました。やはり上位の人はみなさんスマートな体系をしていて私みたいなお腹をして

いる人はいなかったので、体をしぼってまた来年に向けて練習をしていきたいと思います。焼きトウモロコシは走りつ

かれて全然お手伝いできなくてすいません。とりあえず打倒石黒で１年間がんばりたいと思います。

　私の仕事は工務店さん、建築屋さんに新建材と木材とキッチン、トイレ、洗面台などを販売していま

す。毎日、軽トラと2tトラックを乗り回して各現場に配達をして大工さんと打ち合わせし毎日楽しく仕事

をさせていただいてます。僕はお客さんに何か言われた時にはすぐに「無理です」と言わない用にし

ています。無理って言ったらそこまででしょ？何とかするのが僕の仕事やと思ってます。（何とも出来

ないときもありますが 笑）とりあえずやるだけの事はやってから答えを出します。そんな真っ直ぐな僕

ですがこれからも宜しくお願いします！

木村亘宏

寝そべった　猫が教える　風の道



６.リトリートセンター　ホタルのゆうべ

皆さまでバーベキューをしながら、リトリートセンターのホタルを鑑賞して初夏の夕べを楽しみましょう。

日時　６月２０日(金)　午後７時～９時３０分

場所・集合・解散　京都ＹＭＣＡリトリートセンター

参加費　おとな(中学生以上)２，０００円／小学生１，５００円／幼児無料　定員３０名

お申込み締切　６月１４日(土)

お問合せ・お申込み　京都ＹＭＣＡ　リトリートセンター事務局(０７５)２３１－４３８８

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７７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　６月２１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

１.公益財団法人京都ＹＭＣＡ第３回会員協議会のご案内

　公益財団法人京都ＹＭＣＡでは、すべての普通会員を対象とした会員協議会を開催いたします。会員協議会は、ボランティアグループメン

バーやボランティアリーダーなどの基本会員、ワイズメンを含めた維持会員（Ａ・Ｂ）すべての人を対象としたイベントです。

　この会では、ボランティアグループの日常の活動紹介や各種表彰などを行い、京都ＹＭＣＡに集まる人々の様々な活動を知るとともに、会

員相互の交流の場として行われるものです。

　この日はワイズメンも京都ＹＭＣＡの維持会員としてＹＭＣＡのボランティアやリーダーなどと一緒に会員協議会を盛り上げていただきたいと

思います。

　多くの方のご参加をお待ちしています。また当日プログラムで各クラブの年間奉仕に対する感謝状をお渡ししますので、会長もしくは代理の

方は参加をお願いします。

　　　開催日時　：　２０１４年６月２７日（金）　午後７時(予定)～９時

　　　会　　場　：　京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

　　　会員協議会内容　　各ボランティアグループ活動報告、交流、感謝状贈呈他

　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人京都ＹＭＣＡ事業報告等

２.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集！

　　ＹＭＣＡでは今年の夏も、子ども達のための楽しいキャンプやスクールを準備しています。

　　全てのプログラムは、まずはお電話にてご予約ください。

　受付日時

　キャンプ、デイキャンプ

会員・会友　　６月６日（金）～９日(月)　　　受付時間　　午前１０時～午後７時

　　　　　　　　　会員・会友・一般　　６月１０日（火）～　　　　　受付時間　　午前１０時～午後７時

　　　電話　　（０７５）２３１－４３８８　（お問い合わせも左記電話まで）

会員先行申し込み期間の６月６日（金)～９日（月）の期間に限り電話に加えＦＡＸ・Ｅメールでも

お申し込みいただけます。６月８日(日)は閉館しています。お電話受付はお休みです。

　　　　　　　　　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０／　Eメール　　ｃａｍｐmoushikomi＠kyotoymca．ｏｒｇ

　夏期集中スイミングスクール、平泳ぎチャレンジスイミング、幼児年少さんの水泳教室

鉄棒・とび箱が好きになる教室、幼児わくわく体育教室、キッズチャレンジ

　　　　　　　　　会員・会友　　　　　　６月４日(水)　　午前１０時～

　　　　　　　　　会員・会友・一般　　　６月５日（木）　　午前１０時～

　　　　　電話　　０７５－２５５－４７０９（お問い合わせも左記電話まで）

３.京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力のお願い

京都ＹＭＣＡリトリートセンター夏季準備ワークご協力のお願い

　夏季利用の前の準備ワークを下記日程で予定しております。今年も多くの方が利用されます。利用者が安全に快適に、活動できるよう準

備いたしたく、ご協力の程よろしくお願いいたします。

実施日　２０１４年６月２９日(日)

　　　　　集合　午前９時３０分　　　　解散　午後３時頃

内容　草刈・施設清掃・整備など

お問い合わせ　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局　藤尾　　電話(０７５)２３１－４３８８

４.京都ＹＭＣＡサバエ教育キャンプ場設営ワークご協力のお願い

　サマーキャンプの季節が近づいてきました。たくさんの子ども達がサバエ教育キャンプ場で貴重なひと時を過ごし、成長する事が出来るの

も長年にわたるワイズメンズクラブの皆様のお支えの賜物と感謝致しております。今年も以下の日程で設営ワークを予定しております。皆様

のご協力をお願いいたします。

実施日　２０１４年７月６日(日)・７月１３日（日）

集合　　午前８時５０分(サバエ教育キャンプ場滋賀県近江八幡市)

解散　　午後３時(サバエ教育キャンプ場滋賀県近江八幡市)

※ 昼食をＹＭＣＡで用意させて頂きます。

※ まもなく詳しい案内を各クラブにお配りします。恐れ入りますが、ご参加いただく人数を６月１２日（木）までに　ＹＭＣＡサバエキャンプ場

担当　中村　までお知らせください。

電話(０７５)２３１－４３８８　　　ＦＡＸ（０７５）２５１－０９７０


