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　今期Ｙサ委員長を務めさせて頂きます岡本昭義です。ご存知の方も多いと思いますが、これまで、私は即

応予備自衛官として年間３０日日常業務をこなしながら、陸上自衛隊の訓練に参加していた為、ＹＭＣＡの

事業になかなか参加出来ませんでした。やっと、今年の四月でその任を解かれ、今年度から本格的に事業

参加出来る事になりました。もちろん、委員長も初めて務めさせて頂きます。新米委員長でございます。至ら

ぬ点多々あるとは存じますが、よろしくお願い申し上げます。

　さて、正式名称ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員会の役割は「ＹＭＣＡの行事に率先して参加するととも

に、ＹＭＣＡのすべての委員会及び主事と協力しＹＭＣＡ活動の振興を図る振興を図る。」とされております。

また、河合会長は、「温故創造」を主題とされ「親睦・奉仕・自己研鑽を三本柱とした魅力あるクラブ」にした

いという理念を掲げ、今期活動されておられます。

　我々は、その会長の思いを胸に、またＹサ委員会目的を理解し今期活動して参ります。ここで、今年の主

な事業をご紹介させて頂きます。リトセン夏季・秋季ワーク・ユーススポーツ大会・舞鶴ＹＭＣＡ支援事業・京

都ＹＭＣＡ杯ミニバスケットボール大会・京都ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランなどです。

　Yサ委員会の皆さんと、巴山委員長を中心としたCＳ事業委員会の皆様と企画運営し、これらの事業をトッ

プスの皆様と支援していきたいと考えております。皆さんと一緒に清々しい汗をかき、清々しい気持ちにな

り、心豊かに多くのボランティア活動を行いながら、社会貢献していきたいと思っております。

　どうか一年間よろしくお願い申し上げます。
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ユースに国境を越えた友情を体験する機会を提供し平和な世界を築きましょう！
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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。

ＹＹＹＹササササ委員長委員長委員長委員長としてとしてとしてとして「「「「任務任務任務任務のののの完遂完遂完遂完遂」」」」をををを

目標目標目標目標とするとするとするとする！！！！！！！！以上以上以上以上。。。。
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だから、以前のような生き方をして情欲に迷わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、

心の底から新たにされて、神にかたどって造られた新しい人を身に着け、真理に基づいた正

しく清い生活を送るようにしなければなりません。
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2016年7月13日

ウェスティン都ホテル京都
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20・21日20・21日20・21日20・21日 青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ （水）（水）（水）（水） お月見例会お月見例会お月見例会お月見例会
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日時：

場所： 石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's

　いよいよ河合会長率いる京都トップスクラブ２３期が始まりました！

　前委員長、現委員長が期の始まりと終わりを報告する総会が開かれます。

　毎年恒例のコの字型にテーブルを配置していつもとは違う緊張感漂う空間に新旧役員委員長も手に汗握ってい

たと思います。総会の司会は大ベテランの乙坂ワイズ。私も新ブリテン委員長を仰せつかり一年の意気込み発表

での登壇はかなりの気合と覚悟を要するものとなりました。

　旧役員・委員長は一年間の苦労に安堵し、達成感に浸り、新役員・委員長は４月から準備を重ね、この例会から

の一年間、河合会長をしっかりと担いでいけるよう頑張っていくと決心を固めたどちらも男前が揃っていたかのよう

に思います。

私も皆さんに負けないよう頑張ります！



2016年7月3日

京都YMCAリトリートセンター 岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's

　今期YMCAサービス・ユース事業委員長を務めさせております、岡本昭義です。

　河合会長期、最初の事業として今回のリトセンワークに取り組むことになりました。今年の５月くらいからどのよう

にしたらトップスの皆さんに告知しようか？と委員の皆さんと話し合いをしながら思いを巡らしておりました。

　事前に例会でお願いしたり、役員会でお願いしたり、チラシを作製し配布して告知しましたが・・・。当初、グルス

ケでの参加予定者は１３名程度でした。

　これでは、河合会長の『選択と集中』意図が反映されないと考え、ワーク直前に皆様に直接メールさせて頂き、ま

た電話させて頂いた結果、当日２２名の参加者を募ることが出来ました。ほんとうに有難うございます。

　７月３日の作業当日は、気温３２度前日降った雨の影響ですごく蒸し暑い状態でした。

　草刈機を操るメンバー、熊手でたくさんの草を集めるメンバー、釜を持って草を刈り取るメンバー、それぞれが、

必死に我々の持ち場（リトリートセンター入口付近・入口横手花壇）の整備に取り掛かりました。

　参加者の皆さんは、玉のような汗を流し、シャツ・パンツはびしょ濡れ状態になりながら懸命に作業に取り組んで

おられました。

　倉ワイズが『刈って刈って刈りまくれ岡本式ブートキャンプ』とネーミングしていただいた通り、その名にふさわし

い迫力のある作業となりました。特に広範囲にわたる花壇の草刈り作業では、草刈機のエンジン音が響き渡り、

あっと言う間に綺麗に草を刈り取る事が出来ました。

　みんなで力を合わせるとこんなにパワーを発揮でき、作業が進むのか・・・我々トップスクラブの力強さを感じまし

た。皆様には、休日にも拘わらずご参加頂き心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

場所：

日時：



京都ＹＭＣＡの近くで「旨いお酒と旬の料理」が売りのお店があります。

街中にあるお店ですが、庭があって凄く落ち着く雰囲気の良いお店で

す。

一度、委員会で行かれてはどうですか。

店名　　酒菜柚家

住所　　京都市中京区三条御幸町上ル東側

電話　　０７５－２１２－８２８５

時間　　１７：００～２３：００

定休日　月曜日

新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's

１．熊本地震復興支援ボランティア派遣

このたびの熊本地震では、益城町や阿蘇市地域で大きな被害を受け今でも多くの方が避難所での生活を送って

おられます。熊本ＹＭＣＡでは震災直後より益城町や御船町での避難所での運営や阿蘇でのボランティアの受け

入れなどを通じて避難者支援を行っています。京都ＹＭＣＡでは、阿蘇地域で熊本ＹＭＣＡが行っている被災者支

援プログラムに京都からボランティアを派遣し、被害の大きかった阿蘇地域での被災者支援を行うことといたしま

した。

下記の要項をご確認いただき、ご参加ください。

日　　程：　８月１９日（金）午後８時発～８月２２日（月）朝着

現地受入先：　熊本ＹＭＣＡ

交通手段：　京都―熊本間の往復とも近鉄高速バス「あそ☆くま号」

（４列リクライニングシート、トイレ付）

※現地での移動はレンタカーを使います。

現地での作業内容：

益城町、三船町、阿蘇地域での家屋の片付け、清掃もしくは避難所での避難者支援活動等熊本ＹＭＣＡのアレン

ジで行います。

※立ち入り規制のあるところでの作業は行いません。

宿　　泊：　ＹＭＣＡ阿蘇キャンプ場（熊本県阿蘇市車帰３５８）

ロッジで宿泊します。男女別の相部屋です。お風呂もあります。

参 加 費：　７，０００円　（大学生は５，０００円）ボランティア保険代は別です。

（含まれるもの：集合解散場所から現地まで及び現地での交通費、宿泊費、２０日の夕食、２１日の朝食・昼食）

※２０日の朝食・昼食、２１日の夕食及びボランティア保険料、その他個人的経費は別途個人負担となります。

このボランティアはＹＭＣＡ熊本地震緊急支援募金を用いて行う被災者支援事業です。

　募集人数及び参加条件：　募集人数１５名

・現地でのワークが可能な男女　・団体行動のできること

・１８歳以上 ただし未成年は保護者の承諾があること

・災害対応型ボランティア保険に加入していること。

（出発までにお近くの社会福祉協議会等でお申込みください。）

お申込み：　氏名、住所、年齢、性別、連絡先電話番号を記載してファックスにてお申込み下さい。

※団体行動がとれない方及びＹＭＣＡの指示に従えない方はお断りすることがあります。

締め切り：　８月９日（月）。※ただし定員になり次第締め切ります。

事前オリエンテーション：

参加者には持ち物や現地での注意事項などをご説明する事前オリエンテーションを８月１７日（水）午後７時より行

います。

原則参加していただくことが条件ですが、遠隔地や仕事の都合で無理な方はその旨お申し出ください。

問い合わせ：京都ＹＭＣＡ本部　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

（Ｅ－ｍａｉｌ）ｋｙｏｔｏ＠ｙｍｃａｊａｐａｎ．ｏｒｇ


