
2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題2014～2015年度　主題 舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之

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

谷真人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

マタイによる福音書　6.16-28　　体のともし火は目（ルカ11　34-36）

エイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラム （日）（日）（日）（日） クリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーンクリーンアップキャンペーン

（土）（土）（土）（土） 瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会瀬戸山陰部部会 京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014京都部ワイズデー2014

（水）（水）（水）（水） 200人例会200人例会200人例会200人例会 ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会ユーススポーツ大会

（日）（日）（日）（日） 富士山部部会富士山部部会富士山部部会富士山部部会 （水）（水）（水）（水） パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会パレス・トップス合同例会

ぐんぐん祭りぐんぐん祭りぐんぐん祭りぐんぐん祭り IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）IBC交流(西面クラブ）

西日本区次期役員研修会西日本区次期役員研修会西日本区次期役員研修会西日本区次期役員研修会 （日）（日）（日）（日） リトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタリトセンオータムフェスタ

29日29日29日29日 （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

10月号10月号10月号10月号

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：：：：

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 ：：：：

第4号

通巻244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 ：：：：

BF・EF

　今期ドライバー委員長をさせてもらってます安田雄策です。

　私は、入会して3年目になりました。入会したばかりの時は例会・委員会に義務的に出席しているだけでした。そ

んな私が今委員長を務めさせてもらうのも2回目になります。前期は、交流事業、今期はドライバー事業です。委

員長になるとすごく嬉しくなる事、不安になる事、イラッとする事(笑)のがあります。

　これがまた、楽しいんですよね。なぜ？って平凡では楽しくないんじゃないかなと思っています。仕事でも一緒で

すよね失敗があるから成功に繋がる事がありますよね。

　尚且つクラブでは、怒られる時はビシッと1回、褒められる時は色んなメンバーから何度も褒められます。それ

は、やはり先輩方たちの人間力がスゴイなと思います。色々な経験しこんな私にも幾度となく助言をしてもらってま

す。

　トップスメンバーには、色々な事を学ばせてもらっています。

クラブに入会した当初は楽しみ方などが解からず辞めようかなとか思った時もあります(笑)

　でも今は違います?こんなに楽しいクラブは無いんじゃないと私はおもいます。メンバーのメリハリの凄さはハンパ

ないです。遊ぶ時は遊びすぎ(笑)、やる時は絶対にやり遂げると言う精神を教えてもらえた気がします。

　今は、メンバーも着実に増えより一層楽しいクラブになってきました。委員長になった事のないメンバーさんも1度

やってみてください。今まで以上の達成感が味わえて楽しいですよ。

　学生時代にはロクに学校も行かない私が言っているから間違いないと思いますよ。(笑)

　こんな私ですけど此れかも宜しくお願いします。

国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を覚え（特に発展途上にある国々の

クラブ）、感謝をもって献げることで、ワイズの発展を実感しましょう。

2日2日2日2日

8・9日8・9日8・9日8・9日

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 ：：：：

体のともし火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいが、濁っていれば、全

身が暗い。だから、あなたの中にある光が消えれば、その暗さはどれほどだろう。

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。

トップスクラブに入会してトップスクラブに入会してトップスクラブに入会してトップスクラブに入会して

ドライバー事業委員長ドライバー事業委員長ドライバー事業委員長ドライバー事業委員長

安田雄策安田雄策安田雄策安田雄策

19日19日19日19日

29日29日29日29日

10月10月10月10月 4・5日4・5日4・5日4・5日

4日4日4日4日

8日8日8日8日

23日23日23日23日25・26日25・26日25・26日25・26日

11月11月11月11月

12日12日12日12日

14～16日14～16日14～16日14～16日



2014年9月10日

ウェスティン都ホテル京都

2014年9月14日

ANAクラウンプラザホテル京都

2014年9月6日

関西学院大学　関西学院会館

メンバー数 名 名

（広義会員2名含む） 現金 円 9 月 円 9 月現金 円 9 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 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

日時：

場所： 石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's

日時：

日時：

場所： 倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's

　９月６日（土曜日）に西宮市上ヶ原の関西学院大学のキャンパス内にある関西学院会館にて、第１３回六甲部部

会が開催されました。

　我がトップスクラブからの参加者は河原正浩西日本区EMC主任、髙坂訓アジア大会広報委員長と河原祥博副

会長と私の４名でした。

　会場となった関西学院の上ヶ原キャンパスは日本有数の美しいいキャンパスでスパニッシュミッションスタイルで

統一された建造物が立ち並び、学内の教会や会館では結婚式にも使用されているほど美しいところでした。

　部会では『心の育ち方、育て方』として武田建関西学院大学名誉教授が講演されました。

関学と言えばアメリカンフットボールで有名ですが、甲子園ボールで５連覇すなど関学ファイターズの黄金時代を

監督として築かれたのが武田建名誉教授であります。

　実際にご自分のアメフトでの指導を通して体験されたことなどをユーモアのある話し方で引き込み内容も子育て

などにもためになる話でとても有意義な時間となりました。

　懇親会では宝塚クラブの石田由美子ワイズ率いる関西学院大学フラチーム『マハロ』のフラダンスで開会されま

した。『マハロ』は他の関西圏のワイズの例会でも招かれて演奏されているほど有名なフラチームらしいです。

　部会が開催された時間が10：30からという事もあり、14：00に懇親会も閉会となりました。

地球温暖化の影響で各地で豪雨災害が起き、特に広島では、多大な被害をもたらしました。犠牲者の皆様に御冥

福を奉げます。

月が変わり秋らしい日々が続く９月１０日部長公式例会がウエェスティン都ホテルにて開催されました。

畑本誠京都部部長・笹山直世交流事業主査・国松和子メネット事業主査・IBC締結予定の沼津クラブ渡辺信幸会

長と相磯優子交流委員長とメンバーゲスト５名を迎え開催されました。

畑本誠京都部部長の人柄を表わすスピーチで場もなごみ、舞田会長も緊張の糸がほぐれ和やかな例会になりま

した。

２０周年記念例会も来月より皆様の協力にてアピール活動に入り１０月例会は200人例会とクラブ活動も本格的始

動をします。

　２連覇を目指し頑張ろう！

49 49

0

場所： 河原祥弘Y's河原祥弘Y's河原祥弘Y's河原祥弘Y's

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血例会出席　第1例会例会出席　第1例会例会出席　第1例会例会出席　第1例会 第2例会第2例会第2例会第2例会

45,000 53,905

　第19回ワイズメンズクラブ国際協会京都部、京都部部会に出席いたしました。

　何の前情報もなくお客様気分？で会場入りしましたら前方に巨大スクリーンが鎮座し何かが始まる予感しまし

た。会場照明が落ち辺りが真っ暗になった途端に巨大スクリーンに映像が映し出され迫力満点な映像と音響で京

都部部会がスタートいたしました。オープニング、開会の挨拶に引き続き軽快な80sミュージックに乗り我がトップス

クラブのシンボル 舞田会長のバナーセレモニーの出番が！トップスクラブメンバー総立ちで盛り上げ凛々しいデン

チ会長の晴れ姿が印象的でした。次期は私もあの晴れ舞台に立つというもあり去年とは確実に違う見方をしてい

る私が居りました。

　畑本京都部部長の掲げる「行雲流水」の意味する所、人生に置き換えるなら順風満帆ばかりなんてありえなく喜

怒哀楽様ような出来事の連続の中にあっても常に心はそこにとどまらず執着せず雲や水の如く無心で淡々と爽や

かに生きて行くという事を自分自身で感じながら京都部部会から二次会、三次会へと闇に消えて行くトップスクラブ

メンバーでした。
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2014年8月23・24日

京都YMCAリトリートセンター

2014年9月13日

和歌山YMCA

幡山章浩Y's　選

日時：

場所： 河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's

もったいない そんな気持ちが エコ活動

　さて、今回のリトセンワークも天候に恵まれ、またメンバーの草

刈りも手慣れたもので作業はいつも通り何ら問題なく順調に進

みました。

　トップスクラブは毎年、入口付近の花壇とその左右の比較的広

いエリアの草刈りを担当していますが、場所が斜面である為に

結構しんどい作業となります。しかし、草刈り機や箒などの道具

や飲み水なども担当のメンバーによりしっかりと準備されていま

すので、サクサクと作業が進み、いつも通りの昼頃には殆どの

草刈り作業を終えて恒例のカレーを食べる事となりました。食事

を後えるとメンバー同士でこれもいつも通りの非常に上品な会話

を交わし合い、集合写真を撮って終了挨拶の後、2時前頃に解

散です。

　新しいメンバーの皆様はあまりご存じないかもしれませんが、

このリトセンワークはＹＭＣＡリトリートセンターにとって、恒例の、

そして重要な作業となります。我々ワイズメンズクラブは、この奉

仕作業をする事によりＹＭＣＡの目的たる健全な青少年の育成

に貢献する事になります。

　私事ですが、特に最近、今までの様に奉仕の心だけではモチ

ベーションも上がらなくなりましたので、「自分にご褒美」と言う訳

でもありませんが、丹波口の中央市場の裏にひっそりと佇む「誠

の湯」に寄り道をし、身も心もスッキリとして帰途につきました。

　新しいメンバーの皆さんも、「リトセンワーク」＋「小さな楽しみ

事」＝「自分なりの秘密の幸せ」と考えて、来年は是非ともリトセ

ンワークに参加し、工夫をして、「自分なりの秘密の幸せ」を手に

入れてください。

　今回参加の13名のメンバーの皆様、ご苦労様でした。

　そして、来年リトセンワークに参加される予定の新しいメンバー

の皆様、よろしくお願い致します。

　今回は和歌山で開催されました第26回阪和部部会に加藤信一ワイズと出席してまいりました。普段乗らない電

車（くろしお）特急で11時に到着、駅を出ると夏日が戻ったかの様な日差しで、汗だくになりながら5分でＹＭＣＡに

到着。会場には126名中女性のメンバーさんが７割ほどおられ、いつもとは違った雰囲気の中でバナーセレモ

ニー、三木部長の開会点鐘、ワイズソングと続き第1部がはじまり来賓挨拶後昼食となり見て下さいこのお弁当

を。

　昼食後第2部では、主査・主任アワー2人で5分、会長アワーでは時間が無く司会者汗だくで奮闘されていました。

休憩後メネット事業　国内プロジェクト（希少難病問題）一般社団法人ユニバーサル・フィールド（ソルド）の代表理

事小泉様より希少難病の説明等が有り、副代表理事、中岡亜季様より（あなたの手は、だれかの翼）とテーマにさ

れ自由が利かない

身体にも関わらずパワーポイントを使用し胸が熱くなるお話を聞かせて頂きました。

　アピールタイム後クラブ紹介.ＹＭＣＡの歌、実行委員長の感謝の言葉、点鐘で閉幕となり余談ですが、部会にお

いて亜季さんをステージに上げさせて頂く事が良くあり、ジョークで（亜季さんこれ以上太ったら持てませんよって

言ったら、はいダイエットしますって）言われた時の亜季さんの素敵な笑顔が忘れられません。

日時：

場所： 千賀俊男Y's千賀俊男Y's千賀俊男Y's千賀俊男Y's



２．ウインタープログラム受付開始

  今年も冬の思い出をＹＭＣＡでつくりませんか。  スキーキャンプ、デイキャンプ、鉄棒・とびばこが好きになる教室を開きま

す。お友達をお誘いのうえ、ぜひご参加ください。

<スキーキャンプ・デイキャンプ>

  受 付  ◎会員優先  １１月６日（木）～１１日（火）  午前１０時～午後６時

           お電話にて受け付けます。※日曜日除く　　電話(０７５)２３１－４３８８

           ※お届けする案内に同封している申込み専用ウェブサイトを利用して申し込みいただくことも可能です。

      　   詳しくは   http：//www.kyotoymca.or.jp  をご覧ください。

         　１１月１２日(水)午前10時から一般の方の受付を開始します。１２日からはお電話のみの受付となります。

<鉄棒・とびばこが好きなる教室>    会員優先受付あり。

  受付  ◎ 会     員  １１月４日（火)　  午前１０時より

          ◎ 会員・一般  １１月５日（水）　　午前１０時より

  お申込み・お問い合わせは  ウエルネスセンター  三条  ６階  電話（０７５）２５５－４７０９  まで

３.リトリートセンターオータムフェスタ

　森の中で美味しいお店がお待ちしています。都会の雑踏を離れて、ご家族やお友達と秋の自然をお楽しみください。子どもも

大人も楽しめるゲームや催しもあります。

　　日時　１１月２３日(日・祝)

　　場所　京都ＹＭＣＡリトリートセンター　電話(０７７４)２４－３８３８

　　入場料　チケットをお求めください。大人(中学生以上)２，０００円・小学生１，０００円・幼児無料

　　チケットのお求め・お問い合わせは　京都ＹＭＣＡ　　電話(０７５)２３１－４３８８まで

４.ボランティアセミナーのご案内

　がん患者さんとそのご家族へ　第９３回　　　苦しみ、悩み、不安を共有しませんか。

　　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　１０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)

　　　　　お申込は　京都ＹＭＣＡ　電話(０７５)２３１－４３８８またはvb@kyotoymca.or.jp

５.第１８回　日本ＹＭＣＡ大会のご案内　　ＢＥＹＯＮＤ～越えてゆこう、出会うために

　課題・限界を越えて(ＢＥＹＯＮＤ)、私たちを本当に必要としている人、支えてくれる人、担いたいという人たちと出会うために、

いまこそ、立場、世代を越えて「ＹＭＣＡの宝探し」にでかけませんか。

第一線で活躍する講師、リソースパーソンを招き、いまＹＭＣＡがなすべきこと、使命と働きについて多くのヒントと刺激を分か

ち合います。

　

日時　１１月２２日(土)～２４日(月・祝)　※原則全日程参加　１泊２日あり

　場所　日本ＹＭＣＡ同盟　東山荘

　参加費　２６，０００円(２泊３日)

締切　１１月４日(火)必着

６.めざせ１２５人！みんなでアウトドアな休日を過ごそう♪（ファミリー交流プログラム）

森の木々が色づき始める自然に囲まれた京都ＹＭＣＡリトリートセンターで、ＹＭＣＡアウトドアクラブやキャンプのリーダーと共

に休日を過ごしましょう。

午前はお父さんチーム、お母さんチーム、子どもチームに分かれてそれぞれ楽しいものを作ります。午後からは作ったものを

使ったり利用したりして、家族やリーダーとみんなで楽しみます。

日　程：2014年１１月１日（土）　午前9時～午後５時

場　所：京都ＹＭＣＡリトリートセンター

集合・解散場所　京都駅八条口南北自由通路下

参加費：小学生以上　３，５００円　　幼児　３，０００円

（会友・家族とその友だち家族、2014年度サマーシーズン会友は割引あり）

申込締切：10月20日（月）

お申込み・お問い合わせ：京都ＹＭＣＡグローバルアウトドアクラブ　　tel.075-231-4388

１．京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーン

今年も１０月１日～１１月末の期間を京都ＹＭＣＡ国際協力キャンペーンとして国際協力募金を行います。  例会にて募金袋を

配らせていただきます。どうか皆様方の暖かな心をお待ちしております。

　キャンペーン期間  １０月１日～１１月３０日

※国際協力街頭募金のお知らせ

下記のとおり「国際協力街頭募金」を実施いたします。

　　　　　　日　時　　２０１４年１１月２日（日）　　午前１０時～午後１２時／　午後１時～３時


