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（土）（土）（土）（土） クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会 （水）（水）（水）（水） 半期総会例会半期総会例会半期総会例会半期総会例会

（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

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

10ｔｈ.July1994

12月号12月号12月号12月号

第21巻

21日21日21日21日

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

第6号

通巻245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 ：：：：

EMC-E

YES

EはExtension（新クラブ設立）。YESは、新クラブ設立を支援する基金です。こ

の献金で集められた資金の2/3は、集められたエリアに戻され、エリアの中で

使われます。

1月1月1月1月12月12月12月12月 14～19日14～19日14～19日14～19日

　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 ：：：：

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 ：：：：

富は天に積みなさい。そこでは、虫が食うことも、さび付くこともなく、また、盗人が忍び込むこ

とも盗み出すこともない。あなたの富のあるところに、あなたの心もあるのだ。

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。

『いよいよ２０周年！！』『いよいよ２０周年！！』『いよいよ２０周年！！』『いよいよ２０周年！！』

２０周年実行委員長２０周年実行委員長２０周年実行委員長２０周年実行委員長

八木薫史八木薫史八木薫史八木薫史

　皆様、こんにちは！　日に日に寒さも増し、気がつけばもう。。。などと、年々、日々過ぎて行く時間が早

くなっていると感じる今日この頃ですが、今年度のビックイベント！！！我がトップスワイズメンズクラブの

20周年記念例会がいよいよ迫って参りました。

　『ありがとう』をテーマに、当日、たくさんの方々に感謝の気持ちを伝える為、年末年始とお忙しい中では

ありますが、役員会、委員会、はたまた、そこから派生した委員会等、準備の為に奔走して頂いておりま

す！　本当にお疲れ様です！

　私も記念例会実行委員長の任を仰せつかり、がんばらねばと思いながらも、どうしたものかと頭を抱え

ておる次第ですが、さすがは我がクラブ！委員会でみんなと話すと不思議になんとかなるかと思えてしま

う。そんなメンバーの中で、この記念例会の開催準備に携われることに感謝。

　また、今回の記念例会では、20周年記念誌の制作も準備しております。

　そこで、この場をお借りしてのお願いです。メンバー1人1人のコメントも記載する予定もしておりますの

で、クラブに対する思いや、これからのクラブについて等、一筆お願い致します。

　これからの数ヶ月、まだまだ準備をすることがたくさん、たくさんあります。最高の感謝を皆様にお伝え

すべく、みんなの力を総動員で『トップス魂！』炸裂させましょう！！！

　よろしくお願いします！

20日20日20日20日

24日24日24日24日

7日7日7日7日

28日28日28日28日



2014年11月12日

ウェスティン都ホテル京都

　さる１１月１２日にパルスクラブさんと合同の１１月例会が開催されました。

　今回は司会という大役を安田Ｙ‘ｓより仰せつかり、約１５年前の先輩の結婚式以来の司会で噛みまくらないか緊

張しておりましたが皆様のご協力もあり無事に済ませられホッとしていたところ、河合Ｙ‘ｓよりブリテン原稿依頼が

参った次第であります、、、

　さて、例会の方ですが、トップス、パレスの両クラブの交流が目的だった事もあり、ＣＡＴＴ合同例会とはまた違う

雰囲気の中、名刺交換があり、クイズがあり、また合同での入会式があっていつもとはひと味違った例会ではな

かったでしょうか？

　いつも会うＹ‘ｓの方々とは別の方とお会いするのも刺激的でしたし、私が任されました司会もそうでしたが両クラ

ブで役割分担をし、協力する事に よって１つのクラブだけでは気付かない事気付けたり、今までできない事が協力

する事により出来ていけたりするのかなと感じております。

　一緒に司会をさせて頂いたパレスクラブの新納Ｙ‘ｓからはトップスの例会の進行の仕方がキッチリしてると褒め

て頂き、また、若さと勢いのあるクラ ブと感じて頂けたようで鼻が高かったです。今後も機会があれば、パレスさん

だけではなく他クラブと今回の様に合同例会を開催する事は良いのではな いかと思います。（準備をされる方々

は大変かと思いますが、、、）

　また、今回は石川Ｙ‘ｓ、白川Ｙ‘ｓ、林Ｙ‘ｓと３名の方が入会して頂けたことでＴｏｐｓがますます活気づいていくよう

な気がしております。３名 の方へは改めてご入会おめでとうございますと申し上げるとともに一緒に楽しく頑張って

いきましょう！

　最後になりましたが今回長野県で起きました地震で被災された方々のご無事をお祈りいたします。

　Ｐ．Ｓ．クリスマス例会に出席できなくて申し訳ございません。５年越しの思いのこもった旅行を楽しませて頂きま

す。

　　　　皆様にもMerry Christmas and a happy New Year！！！

　　　　良いお年をお迎えください！

場所： 金岡達毅Y's金岡達毅Y's金岡達毅Y's金岡達毅Y's

日時：



2014年11月2日

京都市役所前広場

2014年11月3日

丹波運動公園

2014年11月8・9日

福井県大飯町

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 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

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

　毎年恒例の『ワイズデ―』外部にワイズメンズクラブの活動を広報する機会として、トップス

クラブでは、今年は京都市主催の「世界の町・街の美化市民総行動」クリーンアップキャン

ペーンに参加し、幡山地域奉仕環境ウェルネス委員長を旗頭に大勢のワイズメンが京都市

役所前に集結しました！

　当日は朝から曇天で開会挨拶の頃から、ポツポツと水滴が・・・そして雨が。

　清掃活動は残念ながら中止となりました。

　トップスクラブ集まったワイズメンは、舞田会長・河原副会長・渡部ｙｓ・渡部メネット・倉ｙｓ・

東田ｙｓ・小林ｙｓ・幡山ｙｓ・石田ｙｓ・安田ｙｓ・鹿取ｙｓ、遅れて河合ｙｓ。トップス幟でもっと広報

したかったなぁ・・・
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日時：

　京都ＹＭＣＡ１２５周年の記念事業として、京都ＹＭＣＡユーススポーツ大会（サッカーとミニバスケットボールの２

種目）が開催されました。

　サッカーは、小学校４・５・６年の年齢別に、２日間とも朝９時から夕方４時半まで試合がありました。

　１日目は舞田会長が、２日目は石田Ｙサ委員長が素晴らしい開会の挨拶で、小学生達を激励されました。　広い

コートの中をボールを追って必死に走りまわる子どもたち一人一人が、とても輝いていました。

　２日目は朝から雨が降ってしまい、子どもたちの体調が心配でしたが、みんな元気よく帰っていってくれ、ほっとし

ました。

　ミニバスケットボールは、１日目は交流試合、２日目が大会で、男女に分かれてリーグ戦が行われました。　乙坂

さんが、１日スタッフとして活躍してくださいました。　めまぐるしく攻守の変わる、白熱した試合ばかりで見入ってし

まいました。　そして、京都ＹＭＣＡチームは、男子の部で見事優勝しましたよ。

　大会は２日間の日程を無事に終えましたが、これは、われらがトップスクラブ連絡主事の山田誠さんが、競技委

員長・大会事務局として、２日間走り回り、声を掛け回り、またあらゆることに気を配ってられたからでした。

　例会では、スーツを着て静かに座ってられますが、本来の姿は、ジャージを着て怒鳴って、走り回っておられま

う。　山田さんの、子どもたちへの愛情とユーススポーツにかける熱い思いを感じた２日間でした。

場所： 石黒健太Y's石黒健太Y's石黒健太Y's石黒健太Y's

場所： 寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's

日時：

　マラソン同好会で初の大会に参加してきました！今回参加したのは11

月3日に丹波で行われた京都丹波ロードレース！倉Y’s 今西Y’sそして

私の3人でハーフマラソンにエントリーしました。申し込んだのが3月ほど

前だったのでやる気が薄れ・・・大会前は1ヶ月での練習量が30kmと少な

く不安を抱えたままのスタートでした（汗）大会はアップダウンの激しい

コース、しかも途中雨が降るという状況に・・・しかし、沿道の皆さんの温

かい応援、当日駆けつけてくれた乙坂監督の応援のおかげで、全員制

限時間内にゴールすることが出来ました！レース後に食べたバナナはい

つもの数倍は美味しかったです(笑)

　打ち上げの際に、1月開催のびわ湖レイクサイドマラソンにその場の勢

いでエントリーしました。みなさんのエントリーもお待ちしております。
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2014年11月14～16日

九州場所： 幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's幡山章浩Y's

　11月14日（金）～平成26年11月16日（日）の3日間、九州にて西面クラブの7名のメンバーさんと交流してきまし

た。トップスクラブから参加したメンバーは笠井ワイズ、千賀ワイズ、髙坂ワイズ、河原Bワイズ、廣田ワイズ、東田

ワイズ、牧野ワイズ、舞田ワイズ、山下ワイズ、清水ワイズ、石田ワイズ、東ワイズ、幡山の13名でした。

　１日目は福岡空港でのお出迎えの後、最高な温泉旅館、大丸別荘へ移動して歓迎の宴を行い、博多の街に西

面クラブの若手の方と一緒に繰り出したりしました。２日目はアウトレットでの買い物や造り酒屋さんで和食を堪能

してもらい、熊本に移動して阿蘇YMCAのユースホステルに宿泊しました。阿蘇YMCAのユースホステルでは熊本

のワイズメンに牛肉の塊を焼いていただいて一緒に食卓を囲んで交流できました。最終日は早朝から日の出を見

に行きましたが、残念ながら天気が悪く見られませんでした。昼から再度福岡に移動して、柳川下り、ウナギの蒸

籠蒸しを堪能してもらい、キャナルシティでお買い物をしてもらい福岡空港までお見送りしてお別れしました。

　交流できたのは、たった３日間でしたが、別れ際に寂しさを感じました。今回も、もっと色々話し合ってもっと仲良

くなれたらなって思いました。

　LINEのグループを西面＋TOPSで作製したので、今後も引き続いて交流できることを楽しみにしています。

S53.2/27生 午年　36歳　33歳で結婚

19歳〜23歳迄 公共測量設計勤務　23歳〜24歳迄 測量専門学校 (測量士資格取得)

24歳〜26歳迄 民間測量設計勤務　26歳歳〜29歳迄BAR CMB勤務(下積み)

29歳でBAR Bond開店(独立)現在に至る

　独立のきっかけは、23歳時にBAR CMBでバイトをし普段出会えない経営者の方と短にお話しが

でき且つ経営者とは、どういうものなか等、お酒がはいりながら(笑)様々な角度からのお話しが聞

け凄く23歳の私は魅了され、この仕事をしたいと思いました。　ですが、親の反対もあり断念、、、

　2年が経ち、諦めきれず親の反対を押し切りBAR CMBに就職　独立し、早7年半経過し自分自

身　楽しいお店作りはできているのか？　お客様を満足させているのか？　自分自身成長してい

るのか？等、考えている中スポンサー木村氏と出会う。

　ワイズメンズクラブの交流会に参加し、第一に楽しさがモットーだと思いました⁈やはり、仕事は

もちろんの事、何事にも、楽しさを感じ交流しないと何も生まれないと思い！ワイズメンズクラブに

入会しました。

　右も左も、わからないですが、何卒宜しくお願い致します！！

林　竜也

　皆様、はじめまして。このたび京都トップスメンズクラブに入会させて頂きました。白川哲也で

す。簡単ですが自己紹介させていただきます。

　昭和４９年３月２５日生まれの４０歳、生まれは三重県鈴鹿市で１７歳に縁あって京都に２３年で

す。１５年前に父と兄を京都に呼び一緒に京都・祇園で最大級（自称）（笑）ダイニングBAR.RITZを

経営しています。

　入会のきっかけは、山下ワイズから気軽な感じで「トップスワイズメンズクラブの例会を覗いてみ

ないかい？」からの出会いでした。

　私はリクレーションと…　聞いていませんでした…

　猛暑に、キッチリと！スーツを着て緊張しながら汗だくで参加しました（笑）楽しいリクレーション

♪♪

トップスメンバーさんの優しく接して頂き！メリハリあるY’s活動・社交・チームワークを聞かせて頂

き一丸となっている姿に自分に何かを気づかせて勉強させて頂けると感じ入会させて頂きました。

ありがとうございます。

　若輩者ですが今後ともよろしくお願い申し上げます。

白川　哲也

日時：



 

4．スキーキャンプ・ウインタープログラム参加者募集中！

会員外の方は各キャンプ費用のほかにシーズン会費１，５００円(ファミリーは３，０００円)が

必要です。

＊２泊３日のスキーキャンプ

Ａ．パワフルスキー　初心者～初級者向き　対象　小学１～６年生

日程　１月１０日（土）朝～１２日（月・祝）夜 　２泊３日(２泊８食)

定員　４８名（最少催行人数１５名）

行先　飛騨高山スキー場（岐阜県）

宿泊　国立乗鞍青少年交流の家

費用　３７，５００円（税込４０,５００円）（内申込金８,０００円）

＊近郊での１泊２日＆日帰りのスキー

Ａ．雪ん子スキー小学生　初心者～初級者向き　対象　小学１～６年生

日程 　Ａ日程　１月３１日（土）朝～２月１日（日）夕

　　　 Ｃ日程　２月１４日（土）朝～　１５日（日）夕

　　　 Ｄ日程　２月２１日（土）朝～　２２日（日）夕　１泊２日(１泊４食)

定員　４５名（最少催行人数１５名）

行先　箱館山スキー場（滋賀県）

宿泊　箱館山民宿「古谷　孫平」など

費用　２２，０００円（税込２３,７６０円）（内申込金５,０００円）

Ｂ．雪ん子スキー幼児　初心者のみ　対象　幼児・年中・年長

日程 　Ａ日程　１月３１日（土）昼～２月１日（日）夕

　　　 Ｂ日程　２月　７日（土）昼～　　８日（日）夕

　　　 Ｃ日程　２月１４日（土）昼～　１５日（日）夕

　　　 Ｄ日程　２月２１日（土）昼～　２２日（日）夕　１泊２日　(１泊３食)

定員　３０名（最少催行人数１５名）

行先　箱館山スキー場（滋賀県）

宿泊　箱館山民宿「古谷　孫平」など

費用　２０，０００円（税込２１,６００円）（内申込金４,０００円）

ファミリースキー　初心者～中級者向き

日程　１月９日（金）夜～１２日（月・祝）夜　３泊４日（３泊８食うち車中１泊）

定員　２４家族（最少催行人数１０名）

行先　北志賀高原よませ温泉スキー場（長野県）

宿泊　ホテルカスケード

費用　大人（中学生以上）　６３，０００円（税込６８，０４０円）（内申込金１３,０００円）

　　　小学生  　４５，５００円（税込４９，１４０円）（内申込金１０,０００円）

　　　幼児（年少～年長）  ４０，０００円（税込４３，２００円）（内申込金８,０００円）

チャレンジアップデイキャンプ　発達・学び方・コミュニケーションに特性のある小学１～４年生

日程　１２月２５日（木）～２８日（日）　午前１０時～午後５時　（昼食あり）

定員　８名

集合・解散　京都ＹＭＣＡウェルネスセンター

費用　３０，０００円（税込３２，４００円）

全てのプログラムお申込・お問合せは　三条本館　電話０７５－２３１－４３８８　まで

1．会員のためのオリエンテーション講座

２０１４年度第３回のＹＭＣＡ会員のためのオリエンテーション講座を開催します。維持会員Ａの方はこのオリエンテーションを受けると維持会

員Ｂの申請をすることができます。受講希望の方はＹＭＣＡ本部まで申し込んでください。

  日   時 １２月８日（月）   午後７時　～　午後９時

　場所 京都ＹＭＣＡ　２０１号室

2．クリスマス礼拝・キャロリング

京都ＹＭＣＡでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。ご家族、お友達で是非ご参加ください。

　日　時 １２月１９日(金)

　礼拝  午後７時～７時３０分

　キャロリング 午後８時～９時

　場　所 三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング

　礼拝・奨励 大賀　幸一　牧師（日本キリスト教団京都丸太町教会）

3.．ロビーコンサート

　日　時 １２月１５日(月)～１９日（金）　午後６時３０分～7時３０分

　場　所 京都ＹＭＣＡ　三条本館１階

　内　 容 １５日（月）　北嵯峨高校ギター演奏

　　  　　　１６日（火）　パイプオルガン演奏

　　  　　　１７日（水）　ハーモニカ演奏

　　  　　　１８日（木）　ゴスペルソング

　　  　　　１９日（金）　ハンドベル演奏


