
2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題 舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之

河原祥博河原祥博河原祥博河原祥博

東田吉末東田吉末東田吉末東田吉末

倉卓也倉卓也倉卓也倉卓也

千賀俊男千賀俊男千賀俊男千賀俊男

加藤信一加藤信一加藤信一加藤信一

巴山直久Y's　選 山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔

躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ

マタイによる福音書7章7節～8節

13～14日13～14日13～14日13～14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 5･12日5･12日5･12日5･12日 サバエ開設ワークサバエ開設ワークサバエ開設ワークサバエ開設ワーク

20日20日20日20日 （土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会 8日8日8日8日 （水）（水）（水）（水） キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会

21日21日21日21日 （日）（日）（日）（日） ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会 （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

（日）（日）（日）（日） リトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワーク

第21巻

24日24日24日24日

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

10ｔｈ.July1994

6月号6月号6月号6月号

西日本区理事西日本区理事西日本区理事西日本区理事 　　　　響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む響き合い、ともに歩む　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－　－こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－ 書書書書 記記記記 ：：：：

第12号

通巻251号

舞田智之会長主題舞田智之会長主題舞田智之会長主題舞田智之会長主題：：：：

新しい毎日を新しい毎日を新しい毎日を新しい毎日を

 step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ step by step　一歩づつ

京都部部長京都部部長京都部部長京都部部長 　『行雲流水』 　『行雲流水』 　『行雲流水』 　『行雲流水』 〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜〜 Be Y's men 〜

会会会会 計計計計 ：：：：

求めなさい。そうすれば、与えられる。　探しなさい。そうすれば、見つかる。　門をたたきなさい。そうす

れば、開かれる。　だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、　門をたたく者には開かれる。

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。

みなさんありがとうみなさんありがとうみなさんありがとうみなさんありがとう

第21期会長　舞田 智之第21期会長　舞田 智之第21期会長　舞田 智之第21期会長　舞田 智之

会会会会 長長長長 ：：：：

国際会長国際会長国際会長国際会長 　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を　Talk Less, Do More　　　　言葉より行動を 副副副副会会会会長長長長：：：：

アジア地域会長アジア地域会長アジア地域会長アジア地域会長 　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに　Start Future Now　　　　未来を始めよう、今すぐに

28日28日28日28日

　改めまして今期会長を務めさせていただきました、舞田です。

　みなさん今期ももう少しで終わりになりますが皆様にとって今期はいかがでしたか？

　今期は周年事業もありみなさんの貴重なお時間も沢山頂戴致しました。そのおかげで今期も例年に劣らずトップスク

ラブは躍進を続ける事が出来たのでは無いかと思っております。

　さてこれまで会長という役職の私のイメージは強いリーダーシップで先頭に立ち、皆様を引っ張っていける存在のイ

メージを持っておりました、今期会長をさせていただく上で、そういうプレッシャーが少なからず有りました。今期の序盤

はそのような葛藤が有り、上手くいけるか不安がありましたが、メンバーのそれもベテランの方の自分らしくカラーを出

せばそれで良いと助言を頂き、中盤からとても楽しく過ごしていく事が出来ました。

　メンバーの皆様には会長、会長、と声を掛けて頂き私の至らないところをカバーしてくださいましたね。最初は苦手だっ

たスピーチなんかも最近は喋る機会が無い時は寂しくも思うようになってきたり…（笑）

　しかしながら今期もこれで終わりです。現在のトップスクラブの現状を見ると2回目の会長は有りそうに無いので、恐ら

く最初で最後になりますが、これまでの人生で経験出来なかった出会い、経験が今後の人生において大変な財産にな

ります。みなさまの優しさ、お気遣い、笑顔、全てが良い思い出です。

　オンブに抱っこでご迷惑をおかけしたかもしれません。不快な思いをされた方もいらっしゃると思います。それが私の

耳に届かないようにかばって下さった方、オブラートに2重も3重も包んで優しく助言下さった方、共に酒を酌み交わして

騒いで下さった方、そして今期私が会長をしているのにも関わらず、入会を決意下さった新メンバーの方、全ての方に

感謝です。トップスクラブは最高です。

　最後に皆様に伝えたい言葉があります。短いですがこれ以外に言葉が見つかりませんでした、

皆様！本当に本当に　ありがとう！

評価・計画

今年度の活動目標がどこまで達成できたかを振返り、達成と未達成の原因を

探り、この振返りの成果を次年度の活動に活かそう。

6月6月6月6月 7月7月7月7月

29日29日29日29日



2015年5月13日

ウェスティン都ホテル京都

2015年5月16日

京都ホテルオークラ

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

　5月通常例会では、自分の所属するEMC委員の次期EMC委員長的場Y’Sの初司会で、舞田会長引継例会まで

ラスト１回の例会と言うことで密かに緊張してた例会でした。

　そんな中、今回自分にとって初めてなスタイルの例会で、京都学園大学　丸田博之教授にお越し頂いて、歴史

の講演と言うか歴史の授業みたいな感じでした。

　自分は歴史と言う人気科目が学生時代からあまり興味がなく、他もですが…この歳になって丸田教授の素晴ら

しい演説で歴史がちょっと好きになったようなきがします。

　授業で勉強する事よりもさらに奥深いと言うか、ミステリアスなところがあってすごいよかったです。まずは、歴史

的な漫画から入って行きたいと思います。

日時：

場所：

102,589 22,000

月月月月

報報報報

告告告告 1

青山修士Y's青山修士Y's青山修士Y's青山修士Y's

日時：

場所： 内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's

　まずはエイブルクラブ様の25周年記念例会を盛会に終えられましたこと、大変お慶び申し上げます。

　私は、この3月にトップスクラブに入会しましたばかりの若輩者でお恥ずかしい話し、エイブルクラブさんがどうい

うクラブか分からない状況での参加となりましたが、とても楽しく充実した時間を過ごすことが出来、大変感謝して

おります。

　まず、ばんばひろふみさんのチャリティーコンサートより始まり大変な盛り上がりとなり驚きました。私自身、ばん

ばさんは少ししか存じ上げず、代表曲すらよく分かっていませんでしたが、他の歌手の代表曲である『酒と泪と男と

女』や『上を向いて歩こう』など、あれだけ盛り上げながら、歌いこなせるばんばさんの歌を聴いて、一度にファンに

なりました。

　また、例会が始まってからは、多勢の宇治市役所の方、韓国クラブの方が心の籠った祝辞をされ、今まで築いて

来られた関係やチャリティー活動の歴史の深さを知らされました。

　特に、私自身入会時よりテーマに掲げていることなのですが、施設の子供たちへのボランティアを本当に力を入

れておられるんだなと感心致しました。

　クラブによって色んな特色があることを知り、今後とも一層深い交流と勉強をさせて頂くことを願いながら、エイブ

ルクラブ様の今後ますますの発展とご活躍を心より願っています。本当にありがとうございました。

例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席 BFポイントBFポイントBFポイントBFポイント 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

5555

57

0 0

1,60089 102,622 159,000 905,245

50 33.6

0

3



2015年5月17日

鴨川河川敷

2015年5月23日

岡山国際交流センター

　すこぶる快晴に恵まれた、かもがわチャリティーラン出走しました。

　調子に乗ってクォーターマラソンに登録したのですが、当日風邪をひいて

いて心肺機能の低下で、なくなく志半ばでリタイヤしました。風邪さえひい

ていなかったら、確実に完走できたと思います。通っているジムでは楽々

走れていたのですが。ゴルフでいう練習場ではナイスショットの連続でいざ

コースにでたらミスの連続というあるある現象が起こったと思っています。

　同時に走った今西ワイズ、清水ワイズ、鹿取ワイズ、山下大輔ワイズは

完走されました。おめでとうございました。

来年に向けて身体を絞って、山下大輔ワイズには勝てるように練習をして

いきたいと思います。

トップスクラブからベビーカステラを出店されましたが、くたばってしまい何

もお手伝いできずに申し訳ございませんでした。小林ワイズの職人技が

光っているのを安田ワイズのコメット？とじゃれあいながらただ眺めていた

だけでした。石田委員長はじめお手伝いされた皆様お疲れ様でした。

　かもがわチャリティーランの収益が300万円を超えすごいイベントだなっ

て感心しました。集まったお金は有意義に使ってもらいたいです。

　平成27年5月23日（土）岡山国際交流センター参加者：加藤信一ｙｓ、倉卓

也ｙｓ、河合博之ｙｓの３名20周年記念例会にご参加いただいた御礼の意味

も含め参加してきました。岡山YMCAの支援を目的に神戸クラブさんを親ク

ラブとして発足し会員は30名を目標に50年という長きに渡り活動されてい

る歴史あるクラブです。

　メンバーさんは女性が多くやや高齢な方が多い印象で一言でいえば「温

かみのあるクラブ」でしょうか。さて、記念例会は第１部「沢知恵コンサート」

非常に素晴らしいピアノ弾き語りで幕を明けました。沢さんはハンセン病療

養所のお手伝いをしたいとの思いから、何の縁もない岡山へ移住され今で

は『YMCAせとうち』にご尽力されてます。

　続いて第２部式典では記念礼拝、記念例会が行われ、『岡山クラブの歩

み』と称した50年の歴史紹介では、倉知武ｙｓの御手製紙芝居による紹介

は温かみのある岡山クラブさんらしい紹介で非常に心に残る素晴らしいも

のでした。また、第3部懇親会ではYMCAボランティアリーダーによるアトラ

クションや募金活動など、YMCAとの一体感、強い絆を感じることが出来た

のが大きな意義があったように思います。また、パレスクラブさんより人見ｙ

ｓが参加されアジア地域大会のアピールもさせていただきました、トップス

で未登録の方も可能な限りアジア地域大会に参加しましょう！きっと新し

い発見があるはずです！

　また、番外編として岡山への往来は加藤信一ｙｓ、倉ｙｓ、人見ｙｓ、河合の

４名にて車で移動し、道中のSAにて龍野醤油を使った宿祢らーめん、生き

びだんご等を食しワイワイがやがやと親睦を深められたのは非常に楽し

かったです。加藤信一ｙｓ往復の運転お疲れ様でした！

　チャリティーラン参加された皆様お疲れ様でした！僕は初めてだったの

でどんな雰囲気かよくわからないで参加しましたがすごくにぎやかで子供

から大人まで沢山の色んな方がおられました！朝1から天気も良く中々の

爽やかな感じでした！

　出店を担当されてる各クラブの方は段取から炎天下の中の作業が大変

そうでした！特に印象的だったのはトップスクラブの隣で焼きそばを焼いて

るクラブの方がすごく暑そうで大変そうでした！TOPSクラブはベビーカステ

ラを売っていました。子供達はわたがしや暑かったのでかき氷がまーまー

渋滞してましたがベビーカステラも中々の人気でした！

　中央の舞台では子供たちのダンスや女性の方のフラダンスなどの催しも

されていました！最後の方に抽選会(番号が当たれば景品がもらえる)を行

われるのですがリーダー達が発表する当選番号に一喜一憂する子供達が

可愛くてちょっと懐かしくもなりました。たまたま子供達に景品を渡す役をお

手伝いさせてもらいました。

　僕自身も10㎞のクォーターランに初めて参加しまして歩きながらもなんと

か完走させて頂きたました。チャリティーランからもう2週間近く経ちますが

まだ足は痛いです！笑(運動不足以上の何かを感じます)チャリティーラン

が全国で開催されてるのも初めて知りました。初めての経験もできて有意

義な時間を過ごせました。(マラソン後はばててほとんど無言でしたが)

日時：

場所：

場所：

幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's

鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's

日時：

河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's



 

幡山章浩Y's　選葉のひさし うちみずすずし 夏の風

４．サマーキャンプ・夏期集中プログラム受付開始

京都ＹＭＣＡでは、今年も夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとスイミング・体操の夏季集中プログラムを

実施いたします。下記日程で、お申込みの受付を開始いたします。

　●夏季集中プログラム

　≪会員優先受付≫　（Ｗｅｂ）　５月２８日（木）～６月１日（月）

   　　（電　話）　６月３日（水）午前１０時～

　≪一般受付≫　　　（Ｗｅｂ）　６月４日（木）～７日（日）

   　　（電　話）　６月９日（火）午前１０時～

●サマーキャンプ

≪会員優先受付≫　（Ｗｅｂ）　５月２８日（木）～／（電　話）　６月３日（水）午前１０時～

≪一般受付≫　　　（Ｗｅｂ）　６月４日（木）～／（電　話）　６月９日（火）午前１０時～

１．ネパール大地震緊急支援募金　受付期間中

また以下の期間中、ネパール大地震緊急支援募金を受け付けております。

皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。

受付期間：　５月７日（木）～６月３０日（火）

募金方法：　京都ＹＭＣＡの１Ｆ窓口にお届けいただくか、郵便振替でご送金ください。

≪郵便振替の場合≫　口座番号： ０１０５０－７－１９１３２

  　　　加入者名： 京都ＹＭＣＡ奉仕活動基金

  　　　※通信欄に「ネパール大地震」とお書きください。

２．京都ＹＭＣＡ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観賞して初夏の夕べを楽しみましょう。皆さまのご

参加、お待ちしております。

　日　　時：　６月１９日（金）午後７時~９時３０分

　集合・解散：　京都YMCAリトリートセンター（宇治市ニ尾宇川１８）

参 加 費：　おとな（中学生以上）　２，０００円／　小学生　　１，５００円／　幼児　　無料

 ※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払いください。

 ※当日は宿泊も可能です。（要事前予約）

定　　員：　３０名

お問合せ・お申込：　下記までお願いいたします。（申込締切：６月１２日（金））

  　　　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局

  　　　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@kyotoymca.org

３．２０１５年度会員協議会

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第４回会員協議会を開催いたします。多くの会員の皆様のご参加をお待ちしておりま

す。

　日　　時：　６月２６日（金）午後７時～９時

場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

出欠連絡：　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０

 　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org

 　　　事前に出欠連絡を本部までいただけますと幸いです。


