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（日）（日）（日）（日） 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 （木）（木）（木）（木） CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会

（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25日25日25日25日

　皆さん、こんにちは！ブリテン広報事業委員長の河合です。平素はブリテン広報誌の原稿依頼にご協力いただき誠にありがとうございま

す。私事で恐縮ですが、ワイズとの出会いから今に至るまでをご紹介させていただきます。私のスポンサーは皆さんご存知の通り、以前私

が勤めていた会社の営業先であった加藤隆司ワイズです。独立起業して間もないころ、加藤隆司ワイズへご挨拶に伺ったところ、『河合さ

ん、ワイズメンズクラブいうのがあるんやけど来てみいひんか？』と誘われ、平成２５年の１月にＥＭＣ委員会に参加させていただいたのが

ワイズとの出会いで、この出会い方が大変良かったと思っています。例会ではなく委員会で、しかもＥＭＣですよ！打合せの内容と言えば親

睦旅行の話ですし、和気藹々と言えば聞こえは良いですが、牧野会長（当時）のお得意キーワード連発！正直楽しいと思いました！で、次

は２月のＴＯＦ例会（建仁寺座禅）に参加し、その後寒さに震えながら焼肉大邱へ。廣田ワイズと同席になり、内心『あぁ、ちゃんと真面目な

人もいはるんや』３月の例会は出席できず、４月の例会で初のワイズソング斉唱～手を挙げました！内心『おぃおぃ』　スポンサーから一切

の説明なし（涙）　あれよあれよで、６月の牧野期から髙坂期への引継例会で入会に至り、その後、祇園で私の『恋愛レボリューション２１』を

初披露ですね（笑）

　そして、のほほんと９ヶ月が過ぎた3月の例会時に舞田次期会長（当時）から真剣な眼差しで『河合さん、ちょっと』と呼び出され、内心『なん

か悪いことしたかなぁ？怒られるんやろか？』とビクビクしていると、舞田会長『河合さん、委員長やってください』　　河合『えっ？入会して１

年未満ですけど』　　舞田会長『えっ？そうでしたっけ？』　　河合『はい、昨年６月に入会したてです』

舞田会長『まぁ、大丈夫です！宜しくお願いします！それから４月に委員長研修会ありますので宜しく』と、あれよあれよで早々に委員長させ

ていただいております。

　今期、ブリテン広報委員長をさせていただき、大変良かったと感謝しております。まずはワイズ活動に対する意識も変わり、ぐんぐん焼肉

やぐんぐん秋祭りに参加しようと思ったこと。そこで、感じたこと。どこがどうとは表現できませんが私にとって大変プラスになりました！

会歴の浅いメンバーさんへ『まだ、早いし』『ワイズのことよく解ってないし』『いろいろ大変そうやし』と思っているでしょうが、確かに大変です

が出来るならやった方が良いと断言します！と委員長をさせていただき半期が経過したところ・・・夜の九時に舞田会長から『河合さん、夜分

すみません』内心『また、何かやってしもたやろか？（怯）』　　舞田会長『次々期会長、河合さんに』　おいおい、また１年前の降りやん（驚）

　そして、１月２１日（私４６歳の誕生日）の半期総会でご承認いただき、あれよあれよと気がつけば次々期会長に・・・

　いまや、『京都トップスワイズメンズクラブ』はメンバー５０名を超え、昨年の最優秀クラブ、渡部ワイズの奈良傳賞受賞、一昨年は船木ワイ

ズがエルマークロウ賞受賞とまさに破竹の勢いです。このような誉高いクラブの会長にご承認いただいたこと感謝の念に絶えません。今期

はブリテン広報委員長の職責を全うし、次期は三役として河原次期会長の一助になればと思います。その後は、皆さんご協力の程、宜しく

お願い致します。

　来る４月５日の２０周年記念例会をメンバー一丸となって成功させましょう！
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 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

会会会会 長長長長 ：：：：

TOF・CS・FF 身近なボランティア、献金にご協力をお願いいたします。
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会会会会 計計計計 ：：：：

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんな事にも感謝しなさい。これこそ、キリスト・イエスにおい

て、神があなたがたに望んでおられることです。

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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ブリテン・広報委員長　河合博之ブリテン・広報委員長　河合博之ブリテン・広報委員長　河合博之ブリテン・広報委員長　河合博之

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

10ｔｈ.July1994

2月号2月号2月号2月号

第21巻
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2015年1月7日

ウェスティン都ホテル京都

2015年1月２１日

京都YMCA

2015年１月25日

琵琶湖

メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 1 月 円 1 月現金 円 1 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円 円

メネット･コメット 名 名

ゲスト 名 名

メーキャップ 名 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ

　１月２５日（日曜日）トップスクラブランニング同好会の第二弾！琵琶湖レイクサ

イドマラソンでした。第１弾の打ち上げ時にみんな酔っぱらって今回のレースを勢

いで決めたのですが、忘年会や新年会で忙しいことも忘れており、準備不足での

参加となりました。９時スタートということで、５時に起きて準備してバッチリやと思

い出てきたのですが、途中で靴を忘れたことに気づき取りに帰るなどしてバタバ

タでしたが、なんとかスタートを切ることができました。しかし今回はエース石黒が

不在！倉さんと二人だけになってしまいました。まぁレースはいつも通り、最初飛

ばして後失速のパターンで景色を楽しむ余裕もありませんでしたが、なんとか完

走はできたのでよかったです。終わってからは、オニギリ３個とうどんとカレーと

ワッフルを食べ、腹いっぱいになり帰りました。(21キロ走るととてもお腹が減りま

す。)

　こんな事をしてるからなんぼ走っても痩せないんだと思います。自分でもなんで

走ってるんやろ？とか思うのですが（正直全然楽しくありません）やはり走り終え

た後はとても達成感があり、気持ちが良いです。健康にも良いと思うので、皆さ

ん！一緒に走りませんか～？

3,000

日時：

場所： 今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

場所： 出口晋吾Y's出口晋吾Y's出口晋吾Y's出口晋吾Y's

日時：

場所： 加藤信一Y's加藤信一Y's加藤信一Y's加藤信一Y's

　第二例会は半期総会です。総会が始まる前に次期にあるアジア地域大会のアピールに来られていました。みん

なで一緒に参加できればいいですね。

　総会のほうは、第1号議案として委員会報告・第2号議案で会計報告・第3号議案でDBC締結・第4号議案で次々

期会長の発表がありました。

　総会は無事終了し、次期の三役・Yサ委員長が発表されました。勢いのある次期三役の皆さんの活躍を期待し

ております。

日時：

54

17,089 23,000 0 0

　皆様お疲れ様です。出口です、暮れのクリスマス例会は参加できずとても残念でしたが2015年初の新年例会で

沢山のメンバーに会えて今年もトップスのメンバーとして改めて頑張ろうと思いました。

　さて例会はお酒も出て賑やかにお正月気分が抜けない感じで進みトスファンドでは加藤隆司Y‘sの名司会でメン

バーの方々が次々落札されてました。何といっても目玉商品は本田Ysが出品されてた高級パターで、皆さん競っ

ておられましたが石田Ysが見事に落札されました。次回のファンドゴルフで披露されるか楽しみです

 　楽しい時間はあっという間に過ぎ例会は無事終了、今月は第二例会で半期総会例会があるので真面目？な方

のトップスメンバーとして参加したいと思います。

　舞田期も残すところ後少しですが20周年記念も含めみんなで盛り上げて頑張っていきましょう！！
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第 26 回 アジア地域大会  広報委員会

カウントダウンニュース

アジア地域大会も、いよいよ本当にカウントダウンに入りました。
最初の頃は、何が何だか分からない状態からのスタートでしたが、だんだん実態が
見えて来た様に思います。総務というのはあまりにも漠然としていて、
委員会としても何をやったら良いのか暗中模索状態でしたが、
今は、各委員会との連携や、事務局の補佐的存在として、日々新しい発見を見出し
総務委員会としても、活発な意見が出ております。その一つとして、
今回のアジア地域大会へのスポンサーとしての、バナー協賛を実施しました。
何かと、経費の掛かる色々な行事等において、少しでも手助けになればと思っております。
どうか、ご理解の上ご協力を賜ります様宜しくお願い致します。

大会会場であるウェスティン都ホテルが日本の夏祭り「縁日」会場となります。
たくさんの日本のゲームや屋台をお楽しみ頂き、参加者との交流を深めてください。併設した別室に
おいては「京菓子作りとお茶の体験」を開催し、当日参加募集いたします。また、海外から参加される方に、
日本の浴衣のレンタルと着付けをご用意しております。（各無料／海外からの参加者限定／先着順）
最後は参加者の皆様で盆踊りを踊り、日本のお祭りを体験していただきます。

日本の夏祭り「縁日」と京菓子作りとお茶体験～エクスカーション

いよいよ12月1日より登録が始まりました！
クラブ・個人でも皆さんお誘いの上、より迅速な登録を宜しくお願い致します♪

メンバー一同心よりお待ちしております。

私は、ウイングクラブの代表として、登録委員長に任命されました。　　
当初のHCC委員会では、各委員長の方々が会長経験者など、　ワイズの事を熟知
された方ばかりなので戸惑いの連続でした。 また私自身、他クラブの方々との交流も
初めてのことになります。その中でHCC委員の皆様をはじめ、色々なクラブの方々の
協力を頂き、　登録委員会はスタートし、最初の大きな仕事である登録へのご案内を
発送することが完了しました。本当に皆様のご協力に感謝しております。　
いよいよ12月1日より登録が開始致します !!　　
アジア大会成功の第一歩は、皆様の参加から始まります。　
ワイズメンは京都へ集合 !!　多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。  

HCC 登録委員長
佐藤昌利

HCC総務委員長
片山吉章

アジア大会にかける想い

見どころ・おもてなし

news
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カウントダウンニュース

『バナー広告の募集を開始！！』
アジアのそして世界の若者が一人でも多く参加頂けるよう、AYC 登録費を抑え、また充実した AYC の
感動を若者たちに体験していただくために皆様のご協賛をお願い申し上げる次第です。
アジア地域大会公式ホームページは、最新の情報を発信するのみならず、ホームページからの
登録申込が可能となっており、多くのワイズメンがいくどにもわたり閲覧されます。
バナー協賛へのご支援お待ちいたします。
◆バナー協賛金　　団体、企業：10,000 円　個人：5,000 円
※詳しくはWEBをご覧ください。　「http://aac2015.jp」　右上緑のWEB協賛をクリック。

HCCエクスカーション委員長
島田博司

HCCプログラム委員長
安達雅直

アジア大会にかける想い

見どころ・おもてなし

news

プログラム委員会では、現在、初日の式典、および 2回の晩餐会を中心に準備を
進めています。式典では、国際会長とアジア地域会長の交代式が行われ
新会長が就任されることになりますのでその内容にふさわしい舞台設営をと考えて
おります。また、アジア大会の晩餐会は、2回開催されますが、
初日の直前アジア地域会長主催晩餐会はテーマを「和」、2日目の新アジア会長
主催晩餐会は「洋」をテーマとした演出を考えております。
演出の内容については、大会に参加頂き、お確かめ頂ければと思います。

エクスカーション委員会では、5月開催の第１回HCC委員会での内容を受け、
9月開催のHCC委員会でのプレゼンを目指して執行部委員会を結成し、
パレス・みやび・洛中・ウエストクラブの委員さんはもとより、
それぞれクラブの会長さん、三役さんも巻き込みながら月2回の会議を
行いみなさまに魅力ある京都を存分に味わっていただけるよう
体験型のエクスカーションを7つご案内させていただきました。
今後大会までの 7ヶ月間のあいだに当日のスタッフ、マーシャル、
翻訳・国際委員会さんたちとより一層心に残るプランに、またおもてなしの心を
最大限発揮できるよう、現地下見と会議を重ねていきたいと考えております。
どうぞみなさま、魅力あふれる京都へぜひおこしください。

日本の文化、伝統芸能の「能」。日本を代表する古典芸術として、
国内・海外を問わず全世界で高く評価されています。 
「能」観劇の会場は関西セミナーハウス（修学院きらら山荘）
にある能舞台「豊響殿」。江戸時代（寛永2年 1625年）より続く
京都観世五軒家　能楽師　観世流・林宗一郎による
能の歴史の解説を交えた能舞台を観劇して頂き
日本の伝統文化である「能」の魅力を参加者に体感して頂きます。
能楽師 林 宗一郎　http://hayashi-soichiro.jp/　
関西セミナーハウス＜修学院きらら山荘＞　
http://www.kansai-seminarhouse.com/　

日本の伝統芸能「能」観劇～エクスカーション


