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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 〜

　皆様、本日は京都トップスワイズメンズクラブ20周年記念例会にお越し頂きまことにありがとうございます。京都トップ

スクラブは皆様に見守られやっと成人を迎える事が出来ました。今から20年前、二人のワイズメンが滋賀県の近江八

幡へ向かう車中で何気無く交わされた会話の一言からはじまりました。新しいワイズメンズクラブつくろか？

　それから京都トップスワイズメンズクラブが1994年7月に京都キャピタルクラブより新しくチャーターし誕生しました。

チャーター翌年1995年1月17日には阪神淡路大震災がおこり現地に炊き出しへと向かいました。1997年1月ナホトカ号

重油流出事故により流れ出した重油回収に福井県へと向かいました。最初の三年間は右も左もわからないまま四苦八

苦しながら走り続けました。途中メンバーが14名にまで減りクラブ内がギクシャクすることや意見がぶつかり合うことも

度々！このままでいいのか？もっと団結しないと！そんなことを繰り返しトップスクラブは再度原点にもどり五年前から

若手メンバー増強に力を入れ現在メンバー数57名平均年齢46才のクラブにまで成長することができました。

　今回トップスクラブ20周年記念例会を開催するにあたり会歴5年未満のメンバーを対象に委員会を発足し準備をすす

めて参りました。最初の委員会では意見を求めてもメンバーの大半がはじめての経験なので当然言葉は返って来ませ

ん。でも私は押し付けるのではなく皆で共感し作り上げたかったので最初に委員会では他クラブの記念例会に参加し勉

強する事から始めました。受付！記念例会！記念アクト！講演！演出！食事！など基本的な事からのスタートで積み

上げては解体！積み上げては解体！の繰り返しの末やっと記念例会のコンセプトが決定しました。コンセプトは「ありが

とう」私達トップスクラブは自分達の力だけでここまでこられた訳じゃ有りません。ワイズメンズクラブの方々関係機関の

方々お一人お一人との出会いがあったからこその結果です。記念例会は、その皆様に感謝を伝える場として開催させ

て頂きます。

　本日は、ご歓談頂きゆっくりと出会いをお楽しみ下さい。また、記念例会終了お帰りの際は是非とも若手メンバーに激

励を頂ければ幸いです。最後になりましたが記念例会開催間際まで何も決まらずスローペースで進む委員会メンバー

を暖かく最後まで見守り続けて頂いたトップスベテランメンバーの皆様、本当にありがとうございました。

YMCAサービス

ASF

ワイズは、YMCAスタッフ、ユースと手を取り合って、共に活動し、共に成長しましょう。

会会会会 計計計計 ：：：：

明日のことを思いわずらうな。明日のことは、明日自身が思いわずらうであろう。

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。

20周年記念例会を迎えて20周年記念例会を迎えて20周年記念例会を迎えて20周年記念例会を迎えて

髙坂訓20周年記念例会委員長髙坂訓20周年記念例会委員長髙坂訓20周年記念例会委員長髙坂訓20周年記念例会委員長

5日5日5日5日
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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

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 ：：：：
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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 ：：：：



2015年3月12日

京都ガーデンパレス

2015年3月14・15日

京都市横大路運動公園体育館

　第2回The Y cup 京都ミニバスケットボール大会が3月14日・15日

に横大路運動公園体育館において、男子8チーム、女子8チームが

参加して開催されました。我がトップスクラブは、昨年と同じく子供

たちに豚汁を作って振る舞う担当です。その数、各日320杯。提供

時間は午前11時から、ということで当日の集合時間は午前9時にな

りました。私とメネットが到着した時には、既に石田Yサ委員長や笠

井メネット、小林ワイズに巴山ワイズもスタンバイ。女性陣は早速、

野菜を切って下準備にかかります。ところが、豚汁の元になるお湯

を沸かすガスとコンロが見当たらず、本部へ行くと 「トラックに積ん

である」 とのこと。グローバルクラブの伊藤ワイズにお願いしてト

ラックを設置場所に横付けしてもらい荷下ろし、早速豚汁を作るた

めにズンドーに水を入れコンロにセットしお湯を沸かす。あとは渡部

メネットも加わった女性陣たちに任せて、男性陣は力仕事と洗い物

に従事させて頂きました。

　いよいよ11時、世話係の保護者の皆さんがチケットをもって来ら

れました。「○○杯、おねがいしま～す」 と、威勢のいい声の返答

が 「ちょっと待って～」 急遽、メネットさんとメンバーで頭を突き合わ

せての秘密会談が始まりました。何故？って、大根が堅かったので

す。厚く切ったのと、何よりもお湯を沸かす時間が遅れたのが原因

です。困り顔の私たちを見かねて、保護者の方が 「サラダ感覚で食

べるので良いですよ」 との助け舟を出してくださり、その場は収まり

ました。

　その後は順風満帆、メネットとメンバー達の息の合った掛け合い

で300杯以上の豚汁を配ることができました。美味しさは抜群で評

判も良く、具の無い汁を4杯5杯とおかわりする女子選手たちもい

て、試合でジャンプできるかどうかを危惧した次第です。

　2日目は前日の反省を踏まえ、到着して直ぐにコンロをセットして

お湯を沸かす準備を終え、大根は少し薄くして、配布開始の11時に

は美味しさ抜群の豚汁を配ることができたのは言うまでもありませ

ん。

　お手伝い下さった、渡部メネット、笠井メネット、私の奥さん、本当

にお疲れ様でした。心から感謝です。また機会があればヨロシクお

願いします。メンバーの皆さんもお疲れ様でした。あっ！そうそう、

森田ワイズが実行委員として本部に詰めていたことも報告しておき

ます。

　私の心の叫び 『これでまた嫁はんに頭上がらんワァ、どうしょ』

山下喜彦Y's山下喜彦Y's山下喜彦Y's山下喜彦Y's

日時：

場所： 乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's

　皆様  合同例会 お疲れ様でした。山下喜彦です。

　入会して初めての、他クラブさん主催の合同例会で、何時ものウエスティンで行われる例会と、違う場所、雰囲気

で、どんな感じなのかと、思っていたのですが、まさかの集合時間に、間に合わず30分遅れで会場入りしました。

スイマセン

ドアを開けると、やはり何時もと又、違った沢山のY,sメンバーさん達を見て、凄い雰囲気を実感し   越前屋俵太さ

んの真面目な？裏側の話も、面白く、あっと言う間に、時間が過ぎて行きました！

　あと  ２０周年記念例会のアピール  勢いのあるトップスクラブでしたね。4月の本番では、僕達が、ゲストの方達

をお迎えする側なので貴重な経験でした。

　さぁ皆さん一丸となって、記念例会 頑張りましょう！！

日時：

場所：



2015年3月7・8日

ﾎﾃﾙ新大阪ｺﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ

日時：

場所： 河原祥博Y's河原祥博Y's河原祥博Y's河原祥博Y's

　３月７・８日に西日本区次期会長・主査研修会に参加いたしました。

　これまでにも三役の立場で参加いたしましたが今回は比べようもない良い緊張感の中、二日間睡魔との闘いも

なく本当に充実した研修会でした。

　初日の次期会長同士のナイトミーティングは白熱しすぎて帰るころにはやや空が明るくなってきた？ほどで睡眠

も少なく二日目に突入しましたがピーンと張りつめた中無事に終了いたしました。

　次期会長の立場で迎えた事だけではなくの京都トップスワイズメンズクラブのメンバーの皆さまの先頭に立ち良

い方向に導く事の重要さを研修会の初っ端に痛感し考えさせて頂いたからだと思います。

　研修が終わり京都に帰って来ましたらメンバーの皆さま方に「研修会お疲れ様会」を開いてもらってすごく嬉しく、

有りがたい気持ちになり、この気持ちを会長職が終了するまで心に刻み邁進して行きます。

　足らない事が多すぎてまだまだ精進すべき私でございますが次期は精一杯に頑張る所存ですので何とぞ皆様

のご支援、ご協力、叱咤激励を宜しくお願い申します。

　平成27年3月にトップスに入会させて頂きました　飯岡　俊和　と申します。どうぞよろしくお願い

致します。

　河原祥博さんにご紹介いただき、昨年に何度か見学に足を運んだのですが、大変トップスに魅

了され、今年の3月にトップスに入会致しました。トップスには、さまざまな面々方々が所属してお

られ、私は、このような面々方々に囲まれて、日々刺激されております。私は、まるで小学生のよ

うに、大変知りたがりで好奇心旺盛な人間です！

　生まれてから早47年,もう少しで48年という月日が経ちますが、まだまだ自分の知らない世界が

多々存在しております。知らない世界を知らないままこの世を去るのは人生を無駄にしている！

もったいない！何か悔いが残ってしまう！と考えております。

　ですから、知らない世界に積極的に目を向けることで、節目は50歳ではありますが、48歳になる

自分を成長,そして花を咲かせるために日々精進していく所存であります！！そのために、皆様に

はいろいろとお聞きすることが多々あると思いますが、こんな飯岡俊和をよろしくお願い申し上げ

ます。

濱﨑崇

　平成２７年３月に入会致しました濱﨑　崇（ハマサキ　タカシ）と申します。

　昭和５１年７月２９日生まれの３８歳で、仕事は地元山科で不動産業を営んでおります。今まで

同業者との付き合いばかりで他の業種の方々と交流する機会がほとんどなく、なにかたくさんの

方と交流できる場がないかと思っていたところ山下さんからのご紹介でトップスクラブの存在を知

りました。

　見学にお伺いさせて頂いた時に皆さんの言葉に熱意を感じ、是非とも共に活動させて頂きたい

と思い入会を決めました。サービス業の為なかなか思うように時間が取れず行事等にも出席出来

ない事もあるかとは思いますが、少しずつ参加していき早く皆様の仲間になれるように一生懸命

頑張りたいと思います。自分には何が出来るか、どこまで貢献できるか…未知数ではありますが

精一杯皆様の足を引っ張らないよう努力致します。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致

します。

飯岡俊和



 

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 3 月 円 3 月現金 円 3 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 ｃｃ1,20091 102,589

0 0 0

137,000 896,461

0

102,589

4

5

例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席

３．夜桜フェスタ

夜桜フェスタは、今回で16回を迎えます。

春の香り漂う自然を感じつつ、ライトアップされた幻想的な八重桜をお楽しみください。

日　　時：４月１９日（日）午後５時～８時

会　　場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター（宇治市二尾宇川１８）

参 加 費：大人（中学生以上） 　２，０００円/名

小学生  　１，０００円/名

幼児  　無料

チケット販売：　京都ＹＭＣＡ三条本館 1Ｆ窓口

お問合せ：京都ＹＭＣＡ　ＴＥＬ：０７５-２３１-４３８８/ ＦＡＸ：０７５-２５１-０９７０

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

※ご寄贈いただける物品を受け付けています。（未使用品でお願いします。）

４．第９８回がん患者さんの会

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：４月１８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(お茶代等)

申　　込：お電話又はメールにてお申し込みください。

ＴＥＬ：０７５-２３１-４３８８/Ｅ-ｍａｉｌ：vb@kyotoymca.or.jp
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１．舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 開校

舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校が３月１７日に認可を取得しました。４月１１日（土）に開校式があります。

２．アフタースクール（放課後児童クラブ） 開校

青少年団体として長年つちかってきたノウハウを活かし、子どもたちの身体、こころ、精神のバランスのとれた成長

を支援するため、４月６日（月）よりアフタースクールを開校します。子どもたちの放課後の有意義な過ごし方を応

援します。

活動日時：月～金　午後１時３０分（放課後）～７時

※長期休み期間（夏休など）も実施。但し、日曜・祝日・夏期休館日・年末年始は除く。

※午後８時まで延長有。（別途費用必要）

※上記時間以外をご希望の場合はご相談ください。

対　　象：小学新１～６年生

定　　員：各曜日１５名

費　　用：入会金（非課税） 　１，０００円

会友費（非課税） 　４，０００円（年一括払い）または２，５００円（半期払）

活動費

週５日  ３５，０００円/月（税込３７，８００円/月）

週４日  ３０，０００円/月（税込３２，４００円/月）

週３日  ２６，０００円/月（税込２８，０８０円/月）

おやつ代（税込）

週５日  　２，０００円/月

週４日  　１，６００円/月

週３日  　１，２００円/月

※活動費には週１回クラスのスイミングまたは 体育クラスの費用を含んでいます。どちらか1つ選び参加します。

※スイミングは水着等のユニフォーム代が別途必要です。

※英会話クラスは、別途割引費用のお支払で受講できます。

申込方法：お電話にて面談の日時をご予約ください。ご希望の曜日など、面談にて伺います。

京都ＹＭＣＡ ウェルネス事業部　ＴＥＬ：０７５-２５５-４７０９
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データで見るトップスクラブ

【メンバー居住地】 【メンバー年齢】 ＊年齢は暦年としています

【京都市内在住者内訳】 【メンバー会歴】 ＊入会月から数えています

【誕生月】

【メンバー居住地】【メンバー居住地】【メンバー居住地】【メンバー居住地】

　　メンバー57名の内、京都市在住者が48名と全体の約84％です。

　　京都府下・滋賀県下が共に4名、大阪府下1名となっております

【京都市内在住者内訳】【京都市内在住者内訳】【京都市内在住者内訳】【京都市内在住者内訳】

　　メンバーの約84％が居住する京都市内では、山科区（11名）、右京区（7名）、

　　伏見区（6名）と続き、京都市11区の全てにメンバーが在住しています。

【誕生月】【誕生月】【誕生月】【誕生月】

　　1月生まれが10名で一番多く、次に10月生まれが8名、9月生まれが6名と続きます。

　　トップスクラブでは6月生まれが一人もいないようです。

【メンバー年齢】【メンバー年齢】【メンバー年齢】【メンバー年齢】

　　トップスクラブのメンバー平均年齢は46.6歳です。35歳～39歳の年齢が

　　15名在籍しており30歳代が全体の31.6％を占めています

【メンバー会歴】【メンバー会歴】【メンバー会歴】【メンバー会歴】

　　入会3年以上5年未満のメンバーが13名（22.8％）、次に入会１年目が10名、

　　2年目が9名と続き、会歴5年未満のメンバーは38名で全体の約66.7％で

　　構成されています。また、会歴20年以上のレジェンドメンバーも8名在籍しています。

*平成27年3月31日現在
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