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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。

『今期目標人数30名』『今期目標人数30名』『今期目標人数30名』『今期目標人数30名』

Youth

Activities

YMCAを理解し、ユースに寄り添い、ワイズの活動を理解していただき、

身近に感じてもらいましょう。

　今期EMC事業委員長をさせて頂きます木村です。一年間よろしくお願いします。

　今期のEMCの最大の目標はメンバー増員数30名を目標にしています。多分皆さんは30名なんて絶対に無理だ

と思っておられると思います。(木村がまたいきがって大きい事言うてるわ笑)そのとうりです。いきがってます（笑）

ただ僕はノリで30名と言ってる訳ではありません！

　それは今期トップスクラブから河原西日本区EMC事業主任、牧野京都部EMC事業主査がトップス代表として出ら

れます。僕はなにがなんでもこのお二人を男にしたい!と思いこの目標人数を決めました。

　ただ僕一人では30名は集められません!皆様の力が必要です！今のトップスクラブならどこのクラブも成し遂げた

事のないことは必ず出来ると僕は思っています。

　僕にとってトップスクラブはhomeであってメンバーの皆様はfamilyです。こんな楽しいクラブは日本中探してもな

いと思います。こんな楽しいクラブをいろんな方に紹介してあげてほしいと思います。

　特に会歴が若いメンバーの方はどんどん知り合いの方に声をかけてください！楽しいクラブなんで自信を持って

紹介出来ると思います。こんな楽しいクラブを築きあげてこられた諸先輩方には本当に感謝しております。

　そして今年は200人例会も開催します。その時にたくさんのメンバー候補者の方に声掛けを宜しくお願いします。

　メンバーの皆様と一緒に最高のトップスクラブを作っていきましょう！今のトップスクラブなら不可能を可能に変え

る力があると僕は信じています！みんなで力を合わせて頑張っていきましょう！そして目標人数30名を必ず達成

したいので、本当に本当にメンバーの皆様ご協力のほど宜しくお願いします！

　最後になりますが前期最優秀クラブ賞頂いたので今期も最優秀クラブ賞を目指し頑張って二連覇達成しましょ

う！
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会会会会 計計計計 ：：：：

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 　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：：：：

アアアア ジジジジ アアアア 区区区区 主主主主 題題題題 　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

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 　　　　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 ：：：：

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered
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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 ：：：：

わたしは、ギリシャ人も未開の人にも、知恵のある人にもない人にも、果たすべき責

任があります。

8月8月8月8月 6日6日6日6日

9月9月9月9月
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27日27日27日27日

第21巻

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 　『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 〜

メメメメ ネネネネ ッッッッ トトトト 主主主主 題題題題 　私にできること…あなたにできること… 心の声に耳を傾けメンとメネット二人三脚でいきましょう！　私にできること…あなたにできること… 心の声に耳を傾けメンとメネット二人三脚でいきましょう！　私にできること…あなたにできること… 心の声に耳を傾けメンとメネット二人三脚でいきましょう！　私にできること…あなたにできること… 心の声に耳を傾けメンとメネット二人三脚でいきましょう！

24日24日24日24日



2014年7月21日

ウェスティン都ホテル京都

2014年6月29日

京都YMCAリトリートセンター

寺内陽子Y's　選

メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 7 月 円 7 月現金 円 7 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

49

0 20,000 19,060

400

46 0

0

0 20,000 19,060
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　６月２９日に京都YMCA笠取リトリートセンター夏期準備ワーク

が行われました。トップスクラブのメンバー以外にも他クラブの大

勢の方が参加されていました。

　私は初めての参加でどれぐらいの規模の作業をするのかなと

思っていましたが、実際に行ってみると結構な山の中でこれは大

変そうだなと思いました。

　蒸し暑い中、皆さん黙々と草刈り作業を行い予定よりも早く無

事に作業を終えることが出来ました。他クラブの方が準備されて

いたお昼のカレーもおいしく頂きました。

　このようなイベントに初めて参加させて頂きましたが今後も少し

でも何か出来る事があれば色々と参加していきたいと思いま

す。今回参加されたトップスクラブの皆様お疲れ様でした！

中野記美夫Y's中野記美夫Y's中野記美夫Y's中野記美夫Y's

日時：

場所： 笠井俊明Y's笠井俊明Y's笠井俊明Y's笠井俊明Y's

日時：

月月月月

報報報報

告告告告

96

　7月9日、ウエスティン都ホテルにおいてキックオフ例会が開催されました。第21代舞田智之会長の期がいよいよ始まります。

クラブも20年が過ぎました。その間色んなことがありましたがひとつの大きい区切を迎え、今日から記念となる新たな門出とな

りました。

　例会前、会長の顔が緊張感か少しひきつっているように見えます。それを増長させるようなコの字型席で、いかにも威圧感を

与えるような配列になっています。これって会長にプレッシャーを与えるような意図があるように思えなくもないのです

が？・・・・・

　そして時間通りに開会点鐘で例会が始まりました。会長にとっては忘れられない時間の始まりです。続けての注目の会長挨

拶ですが、想定通り？期待通り？一声がカミカミになりました。そこでみんなの笑を誘い会場が一　気に和やかな雰囲気とな

り、会長の人柄もよく出ていて私には好印象に映りました。皆さんもそう思われと思います。

　本日のプログラムは盛沢山あります。中部から部会のアピールに部長はじめ3名が来られ、また区（河原正浩主任・加藤信

一委員長）・京都部（牧野主査）の委嘱伝達式あり、そしてなんといっても注目は2名の入会式でした。四辻さん・的場さんおめ

でとうございます。これからクラブライフを楽しんでいただけたらと思います。

　会食のあとメインの総会となり船木議長の元、粛々と進み各議案共満場一致で承認されました。今日は例会時間を30分余

分に取ってあったので全てのプログラムは順調に進みました。

最後に舞田会長の主題「新しい毎日を」の1日がまさしく始まり、副題「一歩づつ」の最初の一歩が印されました。舞田号の船出

にふさわしい例会になりました。これから1年間が楽しみです。

400

献献献献 血血血血

7777

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

よしず、うちわ、季節の食べ物　先人の知恵とエアコンで　エコな生活

と健康を

場所：

0



2014年7月13日

京都YMCAサバエキャンプ場

2014年7月23日

京都YMCA

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

　皆様、はじめまして。この度木村Y'sのご紹介により、７月に入会させていただきました、四辻吾朗と申

します。１９８２年３月３０日生、右京区京北育ち、３２歳の田舎者です。

　現在職業は、父親が営んでおりました木材卸小売業を５年前に引き継ぎまして日々奮闘しておりま

す。趣味は高校、大学と勉強もせず没頭してましたゴルフです。

　ゲストとして例会、ゴルフコンペに何度か参加させていただき、本当に楽しく、おもしろく、また活気の

ある方たちばかりで、自分もトップスクラブに入り、たくさんの方に出会うことで成長させていただけると

思い入会を決意しました。

　まだまだ分からないことばかりで多々ご迷惑をおかけすると思いますが、今後とも末永く宜しく御願い

日時：

場所： 小林郁佳Y's小林郁佳Y's小林郁佳Y's小林郁佳Y's

～ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員会・地域奉仕・環境・ウェルネス事業委員会編～

　皆さん、こんにちは！今期ブリテン広報事業委員長をさせていただく河合です。ブリ

テン広報事業委員会の基本方針として「クラブの活動を通じてメンバーを知る」を掲

げております。私も含め会歴の浅いメンバーさんが多く、自分が属していない委員会

が何を行っているのか？ご存じない方も多いと思います。今期はブリテン広報事業

委員会として各委員会の事業活動をシリーズで報告したいと思います！

今回、記念すべき第１回目の委員会は既にリトセン、サバエの開設準備ワーク事業

を終えたＹサ・地域奉仕事業委員会です。リトセン準備ワーク、サバエ開設ワーク、庇

取付工事に２７名（延３８名）の参加をいただいということです。８月２４日・２５日には

Ｙサ事業ではありませんが、ソラシドキャンプが行われます！是非多くの方にご参加

いただき、子供達の笑顔を見て俗世界にまみれた垢を汗とともに流しましょう！また

今期はＹＭＣＡ創立１２５周年で例年よりＹサ事業が盛りだくさんです！委員会メン

バーさんは準備することが多く大変だと感じました。

　また、地域奉仕委員会では１１月２日のワイズデ―についてです。ワイズデ―の意味をご存知の方はどれだけいられるのでしょう

か？私は正直知りませんでした。簡単に言うと「ワイズメンズクラブを広報する日」らしいですね！昨年は京都部をあげて「チャリ

ティーコンサート」を行い、広報としたそうです。トップスクラブはチケット販売協力や来客者の誘導等のお手伝いをさせていただきまし

たよね。今期は各クラブが自ら考えワイズデ―を行うようです！さぁ大変です。去年は言われたことをこなす感じでしたが、今年は今

から考えないといけません（汗）１１月なんてあっという間、事業委員長一人に頼るなんて出来ませんよね！皆さんのお知恵を拝借で

きればと思います！地域奉仕委員会メンバー以外の方のアドバイスをお待ちしております！

　最後になりますが、私の訪問を快くお迎え頂いた委員会メンバーさん、ありがとうございました！さぁ、次回はどこへ行くのか？

快くお迎えくださいね♪

　はじめまして、的場幸生と申します。1972年10月3日生まれ　42歳です。　仕事は、的場タイルというタ

イル施工業をやっております。家族構成は、妻と子供（中学1年、小学6年、幼稚園児）男3人です。出身

校は伏見の藤ノ森中学、桃山高校で、現在は西京区大枝に住んでおります。

　趣味は・・・・・・趣味というには恥ずかしいのですが、ゴルフを少しかじっております。はっきり言って下

手くそですが、よろしくお願いします。あと、子供のサッカーチームの試合観戦も趣味の一つになって

おります。

　人前で話す事がとても苦手でして、先輩方のように檀上で話さなければいけない時がくるのかと、恐ろ

しくてとても心配しております。どちらかといえば、頭を使う事より体を使う事のほうが得意なので体力の

ほうで頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

　それから、失礼な事ですが人の名前を覚える事がとても苦手でよく間違ってしまいます。もし間違えて

話をしてしまった時は、厳しく注意してやって下さい。あと、呑んだり騒いだりする事は大好きなのでお

誘い頂ければ光栄です。

　このような自分ですが、トップスクラブの一員として微力ながら頑張っていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。

　皆様～今晩は　　7月13日、 ザバエキャンプ場の最終

ワークがありました。

　朝一から庇から一歩踏み出すのが怖い位の雨の中 舞田

会長はじめ石田委員長 高坂直前会長 山下棟梁 シゲジイ

に東田直前書記の皆様方 総勢15人で頑張って参りました

～　　皆様の普段の行いが良いので雨もパラパラ小雨にか

わり 無事ワークを終える事が出来ました～

　昼食のカレーはトップスは一番最後になり 売り切れすん

ぜんで 舞田会長、東田さん東MAXは食べれなく残念でした

が 皆さん始終笑顔で頑張っておられ 素晴らしいワークとな

りました。

　次回のソラシドキャンプの昼食作りのお手伝いも頑張りた

いと思います。

的場　幸生

四辻　吾朗

　まだまだ分からないことばかりで多々ご迷惑をおかけすると思いますが、今後とも末永く宜しく御願い

致します。



2014年7月23日

日野GCクィーンコース 場所： 本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's

日時：

２.後期募集のお知らせ　グローバルアウトドアクラブ・スイミング・体育

　一般の方の後期募集がはじまります。

　お知り合いの方でご興味のある方がいらっしゃいましたら是非お勧めください。

　ご継続の方で定員に達しているクラスもございます。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ・お申し込みともに下記まで。

　グローバルアウトドアクラブ　９月５日(金)から受付　電話(０７５)２３１－４３８８

　スイミング・体育　　　　 　　　９月１日(月)から受付　電話(０７５)２５５－４７０９

いずれも午前１０時～受付となります。

３.がん患者さんとそのご家族へ　第９１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　８月９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

お申込みは電話(０７５)２３１－４３８８またはvb@kyotoymca.or.jp

　石田ワイズと木村ワイズは、名誉の為、成績はふせておきますが、さぞかし、疲れた一日だったかと思います。ただ、あの暑

い中、諦めずに1打1打頑張られた事は、必ずや生かされ恐らく、優勝される日もやってくるかと思います。その他、参加された

皆様・・・・本当にお疲れ様でした。

　今後も、2ヶ月に1回のペースで、開催し、毎年開催される、京都部のゴルフコンぺでは、ぶっちぎりの優勝を目指して、会を盛

り上げて行きたいと思っています。次回開催は、9月10日の例会のある日に予定しております。開催ゴルフ場は・・・・京都ゴル

フ上賀茂コースとなります。例会の昼間と言う事もあり、終わってからのアクセスの便利なゴルフ場を選定しました。

　今回、参加された方も、また、参加したいと思っておられる方も、初心者だけど、この機会にゴルフに取り組みたいと思われて

いる方など、ふるって参加して下さい。参加の申し込みは、グルスケにアップしてますので、宜しくお願いします。

４.アウトドアクラブ幼児・小学生体験プログラムのご案内

京都YMCAが年間を通して活動している野外活動「アウトドアクラブ」を、一日体験することができます。日頃、アウトドアクラブ

に参加されている方も参加可能です、お友達やごきょうだいをお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

なお、後期のアウトドアクラブの申し込みは９月５日(金)午前１０時からです。

　日時：８月３１日（日）９時～４時３０分

　行き先：京都YMCAリトリートセンター

　集合・解散場所：京都駅八条口

　対象：幼児年少～年長、小学1～4年生

　※幼児と小学生は別のプログラムを行います。

　参加費：3,500円／ひとり（幼児・小学生共通）

　定員：24名ずつ（最少催行人数 幼児6名、小学生8名）

幼児は川遊びと自然のものを使った”うちわ”作り、小学生は、魚のしかけ作りと川遊びを予定しています。

お申し込みは、アウトドアクラブ事務局まで。

ＴＥＬ（075）231-4388　※日・祝を除く10：00～18：00

　皆さん、こんにちわ～～　7月23日に、第一回のゴルフ同好会が、行

われました。

トップスクラブも舞田会長期となり、それに伴って、ゴルフ同好会もキッ

クオフした形となります。総勢12名～3組の同好会コンペとなりました。

　当日は、快晴を通り越して、猛暑日になり、皆さん、水分補給をこまめ

にしながら、大きなトラブルもなく、ナイスショットの連発で楽しい一日と

なりました。

　成績は、上位5名だけ、発表しておきます。

　　優勝・・・・牧野ワイズ　グロス86　　ハンデ15.6　　ネット70.4

　　2位・・・・・四辻ワイズ　グロス74　　ハンデ2.4　　　ネット71.6

　　3位　　　本田ワイズ　　グロス79　　ハンデ7.2　　　ネット71.8

　　4位　　　内田ゲスト　　グロス92　　ハンデ18　　　　ネット74

　　5位　　　山下大輔ワイズ　グロス93　ハンデ18　　ネット75

と言う結果となりました。

１．ワイズワーク感謝！

　６月２９日(日)にはリトリートセンター夏季準備ワーク、７月６日(日)・７月１３日(日)にはサバエキャンプ場設営ワークのご奉

仕、多くのワイズメンのご協力ありがとうございました。おかげさまで、夏のプログラムも順調にスタートすることができました。

“多くの子供たちに素敵な夏を”とＹＭＣＡスタッフ、ボランティアリーダー一同、プログラムの工夫やトレーニングに懸命にがん

ばっております。

　また、９月７日(日)にはリトリートセンター秋期準備ワークを予定しております。

　よろしくお願い致します


