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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

藤田正康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

コヘレトの言葉より

次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会 （日）（日）（日）（日） 20周年記念例会20周年記念例会20周年記念例会20周年記念例会

（日）（日）（日）（日） 卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会 次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会

（木）（木）（木）（木） CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会 （日）（日）（日）（日） 夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ

The Y cup第2回京都The Y cup第2回京都The Y cup第2回京都The Y cup第2回京都 （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

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

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 ：：：：

　どうも。今期DBC・IBC交流委員長をさせていただいております東です。今期が始まってからすでに、沼津クラブさん訪問、富

士山部会訪問、九州へのIBC交流旅行などいろいろな行事をさせていただき、メンバーの皆様にも多大なご協力をいただきま

した。本当にありがとうございます。

　僕は入会してから3期目でこの委員長職をさせていただきましたが、現時点での感想としましては、今回委員長職をさせてい

ただいてとても良かったと思っています。委員長としてレジメ・報告書の作成や役員会・行事への参加など仕事量は増えるので

すが、それに伴ってメンバーに会う機会も増えてトップスクラブメンバーとしての自覚が出てきたからです。特に九州への3日間

のIBC交流旅行は、準備の段階から旅行中工程の段取り、韓国西面クラブさんのケアなど終始テンヤワンヤしておりました

が、思い返してみれば参加してくださったトップスメンバーとの親睦はもちろん西面クラブメンバーの皆さんとも深い交流ができ

ワイズメンにそしてトップスメンバーの一員になれた気がします。こういった国際交流体験は普段の生活をしているだけではで

きないことですし、また委員長職を与えていただいたことで責任と自覚を持って国際交流ができたことに大変感謝しています。

　ひとつ反省点としては、この交流事業の楽しさを会歴の浅いメンバーの皆さんにお伝えしきれなかったことです。確かにみな

さんのお忙しい仕事を休んでまで地方へ交流に行くことは簡単なことではありませんが、行ってしまえば日頃の忙しさを忘れて

その地の美味しいものを食べ、地元のワイズメンに観光案内していただける夢のような交流なのです。もちろん、いくらクラブ

単位の交流といえども根底にあるのは個人個人の人付き合いですので、いつか京都に他クラブがこられた時にはお返しをす

るのが当たり前ですし、今まで諸先輩方がそれをやってこられたからこそ、現在までこのような良い関係を続けて来れたのだと

思います。

　まだ今期に沖縄クラブ訪問を有志ではありますが考えています。いつもと同じくタイトな日程となると思いますができる限り皆

さんにご参加いただいて交流事業の面白さを味わって頂ければと思います。

　また4月5日の20周年記念例会の当日には交流事業として大きなイベントとなるDBC締結を沼津クラブさんと行います。何事

も手探りの状態で進めておりますが、当日に向けてしっかりと準備をしてトップスクラブとして恥ずかしくないような締結式にし

たいと考えておりますのでご協力よろしくお願いします。

JWF

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 ：：：：

太陽のもとさらに私はみた。裁きの座に悪が、正義の座に悪があるのを。私はこうつぶやいた。正義を

行う人も悪人も神は裁かれる。すべての出来事、すべての行為には、定められた時がある。

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。

交流委員長として交流委員長として交流委員長として交流委員長として

東剛士交流事業委員長東剛士交流事業委員長東剛士交流事業委員長東剛士交流事業委員長
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TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered
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第21巻

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：：：：

第9号

通巻248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

会会会会 長長長長 ：：：：

28日28日28日28日

8日8日8日8日

12日12日12日12日

皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。JWF献金にご協力をお願いします。

3月3月3月3月 4月4月4月4月 5日5日5日5日
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2015年2月10日

建仁寺

2015年2月11日

同志社大学　寒梅館

日時：

場所： 清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

日時：

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

　平成27年2月⒒日、同志社大学今出川キャンパス寒梅館にて厳かに行われ、トップスクラブから舞田会長、石田

Yサ委員長をはじめ多数が記念式典から参加しました。

　式典ではまず、讃美歌21-493番「いつくしみ深い」が歌われ、次に讃美歌21-532番「やすかれ、わがこころよ」が

流れたのです。

　ふと、気づいたのですがこのメロディーって「ワイズソング」と同じメロディーでは？？？　ワイズソングの原曲は

「やすかれ、わがこころよ」やったんですねぇ（驚）　みなさん、この寄稿を読んで、ちゃんと覚えておいてください

ね。

　また、京都YMCAの創立からの歴史や現在の活動紹介があり、京都YMCにてスポーツ活動しているちびっこ達

の登壇！大勢いるではないですか！ドッジボールには約60名、サッカーには約120名、競泳や水球などスイミング

スクールにはなんと約800名のちびっこが参加しているとのことで大変驚きました！その他にも体操クラブやアウト

ドアの課外クラブなどの紹介がありました！

　皆さんご存知の通り、この４月からは京都YMCA舞鶴校が開学します。舞鶴校では介護福祉や観光を専門とす

る学科が設立され、高齢化が進む社会を反映した介護福祉の人材育成や日本三景「天橋立」など日本海側の観

光拠点とする地域経済とも密接に関わる学科が設立されます。京都YMCA舞鶴校の開学は京都府北部の地域振

興をも担い、京都府からも大変期待されているようです。

　最後になりますが、トップスクラブより125周年記念式典委員としてご活躍された船木ワイズ、誠にお疲れ様でし

た。

　２月10日(火）建仁寺において、ＴＯＦ座禅例会がおこなわれました。

建仁寺での座禅例会は、今回で３回目です。すべての回で双竜図を見ましたが、いつ見ても圧巻で壮大でした。

　今回の座禅は20分間の長丁場で、上着は勿論の事、靴下も脱いで本格的な行でした。座禅は、｢人間の煩悩を

振り払い無心となり、いかりや憂いを腹の下に沈めるといった行｣であるという説明をうけ、寒風が吹き抜ける中、

挑みました。

　　最後に住職のありがたい法話をお聞きし、改めてこれからの人生を謙虚に生きていかないといけないと思いま

した。

平成２６年１１月に入会致しました　内田　勝　と申します。どうぞ宜しくお願い致します。

　人と人との関わりにしか人生を豊かにするものはないと常々思っております。兎角、古い関わり

のみになりがち、また、新しい関わりに消極的になる風潮がこの世の中の大半の様な気が致しま

す。しかしながらこのトップスの面々方々をゲスト参加・ゴルフ参加時等に拝見しておりますと、前

述の様な世間の風潮とは真逆の集団が存在しているではありませんか！是非とも仲間に入れて

頂きたいと心から思った次第でございます。　人生・・生涯勉強であると世の賢者は申しますが賢

者でない私も全くその通りだと考えております。知らない事、知らない世界に興味を失わないよう

自分に言い聞かせ日々精進です。しかし・・５２歳になりましても知らない事がなんと沢山あること

でしょう！皆様、色々とお聞きする事もあろうかと思いますがどうぞ邪魔くさがらずお相手宜しくお

願い致します。

内田　勝



2015年2月18日

京都YMCA

2015年2月19日

ウェスティン都ホテル京都

2015年2月22日

しょうざん

―石田ワイズ”輝く個人３位”＆舞田会長ビミョウな１投で？？－

　２月２２日日曜日例年のようにしょうざんボウルにて２００余名

の参加のボウリング大会が京都プリンスクラブサンのお世話で

開催された。私も孫と参加、同組には寺内さん親子が参加、寺

内さんは前回のあまりのひどさに秘密練習をしたらしい！その

甲斐あってかかなりのスコアアップ、それに引き換えわがスコア

はトホホのアンダー１００もう来年はギブアップかな、、。わがトッ

プスの成績はというと石田Ｙさ委員長が堂々の個人３位私から

見ると‘神‘か！一方会長によるクラブ対抗戦は１投のみのスコ

アで勝ち抜くというもの舞田会長は果たして、、、。嗚呼、無残な

り　笑いも起きずオー！いう声も聞こえずの１ピンのみで早々と

敗退　優勝は東稜クラブさん連続ストライクで決勝にコマを進め

ウエストクラブさんをまたまたストライクで堂々の優勝！なのに

訳の分からない天の声、突然現れた不戦敗の某クラブとの再決

勝、集中力の切れた会長はなんと数ピン残し負け。凍った空気

の中、結局東稜さんの優勝(孫がボソッと　変だけど優勝でよ

かったなー)で閉会となりました、御世話役のプリンスさんに感謝

感謝で家路につきました。

　参加者；舞田会長、幡山ＣＳ委員長、森田、廣田、笠井、河合、

石田、寺内親子、藤田と孫、渡部ご夫妻(撮影)、髙阪、船木(応

援)以上敬称略

日時：

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

　皆さん、こんにちは！ブリテン広報事業委員長の河合です！今回は交流＆ファンド委員会に訪問してきました！

会歴の浅いメンバーさんはご存じないかもしれませんが、ファンド売上（収益）はクラブ運営に必要な収益源である

ことをご存知でしょうか？詳しくご存じないでない方は、ファンド委員さんやスポンサーさんに聞いてくださいね！

ファンド委員会では、メンバーさんが義務でなく欲しいと思う商品開発に勤しんでらっしゃいます！今回は齊藤ワイ

ズより珍しい商品の提案があり、倉ワイズが早々に発注されてました！このブリテンを読まれる頃には商品発表

があるかな？お楽しみにぃ～♪♪♪

　また、交流委員会では20周年記念式典でのメインの一つであるDBC締結に向けての打合せ！年度末につき大

御所メンバー不在の中、「やったことないから解らん」と言いながら東交流委員長を中心に参加メンバーでの活発

な意見交換！巴山ファンド委員長な絶妙な気配りがキラリと光っていたのが印象的で、間違いなく素晴らしい締結

式を迎えることが出来ると思います！色々と大変かと思いますが委員会メンバーさん宜しくお願いします！

　にもかかわらず、去り際に東交流委員長にブリテン誌のヘッド原稿を強制依頼するブリテン委員長であります。

日時：

場所： 木村亘宏Y's木村亘宏Y's木村亘宏Y's木村亘宏Y's

　2月19日に内海雅弘さん、飯岡俊和さん、濱崎崇さんのオリエンテーション

をウエスティン都ホテルの平安の間で行いました。

　クラブのメンバーも10名も参加していただき賑やかなオリエンテーションと

なりました。この後に今期はじめて懇親会を開き、お酒を飲みながら

トップスクラブについて参加されたメンバーで熱く語り合い、たまには話は脱

線し(本田ワイズによるここでは書けないすべらない話もあり)笑

　楽しい懇親会となりました。飯岡さんは山科で焼肉屋さんを経営されてる

ということで次回のEMC委員会は飯岡さんのところで行うことに

決まりました（笑）今期はもう一回はオリエンテーションを行いたいとおもい

ますので、たくさんのご参加おまちしております。

日時：

場所： 藤田正康Y's藤田正康Y's藤田正康Y's藤田正康Y's



 

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 2 月 円 2 月現金 円 2 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．The Y cup第２回京都ミニバスケットボール大会

今年で2回目になるThe Y cup京都ミニバスケットボール大会を下記の日程で開催します。

当日パンフレットの協賛広告の募集をしています。ご協力お願いします。

日　時：３月１４日（土）１５日（日）　午前９時から午後５時まで

会　場：京都市横大路運動公園体育館

全てのプログラムのお問合せは　京都YMCA三条本館まで

ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８　/ＦＡＸ：０７５－２５１－０９７０

Ｅ－ｍａｉｌ：kyoto@ymcajapan.org
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１．第11回かもがわチャリティーラン参加申込開始

３月２日（月）より第１１回かもがわチャリティーランの参加申込受付を開始します。

協賛のご支援も受付中です。ご協力よろしくお願いします。

参加申込みは、リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にてお手続きいた

だくか、大会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよりお申込みください。

協賛お申込みは、リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にてお手続きください。

２．第１２回発達障がい児理解セミナー　子ども達が自発的に活動を広げていくための環境作り

　　～特性のある子どもが達の実際から考えるソーシャルスキルトレーニング～

発達障がいの子どもたちが抱える生きにくさや課題について、市民の方々が理解を深め、発達障がい児が健やかに成長でき

る社会作りに貢献できればと願い、セミナーを開催いたします。

日　時：３月７日（土）午後１時３０分 ～ ４時３０分

場　所：京都社会福祉会館（京都市上京区堀川通丸太町下る）

 　※地下鉄二条城前駅より徒歩10分

内　容：【基調講演】『ライフステージに必要なソーシャルスキルとは…』

花園大学社会福祉学部臨床心理学科　小谷　裕実 教授

【ワークショップ】『ソーシャルスキルの具体的な実践』

話題①小学生の課題と実践

話題②中高生の課題と実践

話題③思春期の課題と実践

【話題提供者】保護者・ＹＭＣＡソーシャルスキルトレーニング講師

定　員：５０名（先着順受付。定員になり次第締め切らせて頂きます。）

参加費：１，５００円

申込方法：京都ＹＭＣＡ宛に、お電話・ＦＡＸ・メールのいずれかにてお申込みください。

※お名前、お電話番号をお知らせください。

※メールの際は、必ずタイトルに「セミナー申込み」と入れてください。

３．第２６回全国車いす駅伝競走大会

宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの21.3Ｋｍを5つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズクラブのボラン

ティアが、各中継所及び西京極競技場での選手の介助をボランティアで行います。

日　時：３月８日（日）午前８時 ～ 午後４時

場　所：（集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル1階ロビー

（解散）西京極競技場または京都駅八条口

４．ちょこっとボランティア「車いす講習会」

人力車のように車いすの前に取り付けることにより、使用が困難な悪路でも少ない力で安全に介助できる「ＪＩＮＲＩＫＩ」という車

いすのけん引式補助装置を使用した体験講習会を行います。ぜひご参加ください。

日　時：３月１４日（土）　午後３時 ～ ５時

場　所：京都ＹＭＣＡ三条本館および会館周辺

参加費：３００円

定　員：２０名程度（お申し込み順）

お申込：京都ＹＭＣＡ宛に、お電話・ＦＡＸ・メールのいずれかにてお申込みください。

※お申し込みの際、「氏名」「ご所属」「ご連絡先電話番号」をお伝えください。



第 26回 アジア地域大会

Vol.3

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

『大変お得な登録早期申込み』
早期割引は、3月31日までに入金が必要ですのでお早めの送金を！

大会登録開始はこちら　「https://amarys-jtb.jp/aac2015/?&g=0」

登録費用：39,000円（早期割引35,000円）コメット（小学生以下）15,000円※中学生以上はメンと同額
登録費には夕食2回、昼食1回、エクスカーション費用が含まれています。(ホテル代は含まれていません。)
2015年 3月31日までにお申し込み、送金の場合：35,000円
2015年 4月1日以降に送金の場合：39,000円となります。

HCC広報委員長
高坂 訓

HCC翻訳・国際委員長
松村康弘

アジア大会にかける想い

見どころ・おもてなし

news

京都の名所めぐりでも、南の宇治市にある「平等院」は日本の硬貨10円玉にも
描かれているほど有名な古都京都の文化財として、世界遺産に登録されております。
2014年3月に56年ぶりにリニューアルした国宝平等院鳳凰堂をこのコースでは
じっくりと見学していただくように時間を配分しました。
また同じく世界遺産である、日本最古の「宇治上神社」や平安時代源氏物語
「宇治十帖」の古跡も近隣に点在しており、周辺散策も充分に楽しんでいただけます。
さらに文化伝統の体験として、日本茶の筆頭でもある宇治茶やその作法を
本物の茶室にて実際に味わっていただくこともできます。
皆様、日本の文化や京都の歴史にふれるまたとない機会です。是非ご参加ください。
世界遺産・平等院  　http://www.byodoin.or.jp/
京都府茶協同組合　http://www.kyocha.or.jp/

世界遺産・宇治平等院鳳凰堂と宇治茶体験の旅

HCC委員会という運営組織の一員として、アジア地域大会の運営に参加することは、
今まで経験のない大きなことです。
登録申込のフォームの翻訳部分を各委員や他の参加委員の方々に
お手伝いいただき、HCC委員会全体で登録申込のフォームを作り上げて、
漸く１２月１日より登録開始にこぎつけ、いよいよ大会が近付いてくるとの実感が
起こって来ました。これからまだまだ準備が本格化して行く中、皆様のお役に
立てる様に頑張りたいと思います。
先ずは、多くのメン、メネットに参加がいただかないと地区大会の成功に
結び付きませんので、大会登録を宜しくお願いいたします。

東日本区ワイズメンズクラブ、 西日本区ワイズメンズクラブの皆様こんにちゎー。
アジア地域大会広報委員長 高坂 訓です。皆様御存知の通り7月31日~8月2日までの
期間、京都ウェスティン都ホテルにて日本では 16 年ぶりにアジア地域大会が開催されます。
現在、森田実行委員長のもと、若手を中心に日々試行錯誤を繰り返し、御来場頂く皆様に
楽しんでもらえるようにと頑張っております。私自身もアジア地域大会は初めての経験です。
でも必ずこの大会を成功させ、お越しいただく方々に感動と想い出を持ち帰っていただける
ように頑張ります。東日本区、西日本区の皆様今回の開催は日本です。
パスポートも要りません！　このチャンスに是非ともご来場お待ちしております。
目標 1000 名！　おこしやす、京都！！


