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5月号5月号5月号5月号

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11号

通巻250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 ：：：：

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

第21巻

　２０周年記念例会を盛会に終えられましたこと、お慶び申し上げます。

　皆様におかれましては、無事やり遂げたという安堵感と達成感、祭りの後のような寂しさを感じながらも、次年度へ向

けて走り始めておられることでしょう。

貴クラブの皆様のおかげをもちまして、良い締結式を行えました。ありがとうございます。DBCはここからがスタートで

す。“ブラザークラブとしてどう交流をしていこうか?”、“協同事業も面白い！”と一人妄想し、その可能性の広がりを感じ

ワクワクしております。

以前、第１４回西日本区大会に出席しました時に、晩餐会のテーブルで隣り合わせた広島クラブの白髪の美しいご婦人

が、“あなた、１０年たったらすごい財産が持てるわよ！”と干物ファンドのちらし配りに会場中を回り、会もお開きにさし

かかった頃にようやく自席にもどった私に仰いました。今思うと、その方とは名刺交換し、お話しもそこそこに席を立つと

いう恐ろしく恥ずかしい失礼な態度をとってしまいました。できるなら非礼をお詫びして、もっとお話しをしたいです。そし

て、おかげさまでかなり財産ができましたとお伝えしたい。（残念ながら西日本区のロースターにはお名前が見当たりま

せん。）

　ワイズ活動を通じて全国のワイズメンとの出会いというお宝がたくさんできました。

　どうぞ、貴クラブの入会歴の若い皆様、沼津クラブとの交流を通して、富士山部の、東日本区のクラブとも交流を広げ

てみて下さい。そして財産を築いて下さい。

　私は他クラブ訪問をすると、自クラブとの違いに新鮮な驚きや発見があります。“ワイズソング英語だし・・・”・“国歌歌

うのね！”と。見習うべきところはどんどんパクリます。（ただし、良かれと思い、提案するも即却下されることもまあまあ

あります。）

　また、他クラブを知る事で自クラブを客観的に見る事ができ、長所・短所を再認識できます。クラブ訪問を多いに楽し

んでください。

　京都部で、西日本区で一番の勢いをお持ちの貴クラブとDBCのご縁を頂けたことに感謝しております。あらゆる面で

両クラブはタイプが違います。そのギャップを楽しみながら、末永い交流をしていきたいと思います。どうぞこれからもよ

ろしくお願い申し上げます。

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 ：：：：

命を愛し、幸せな日々を過ごしたい人は舌を制して悪を言わず、唇を閉じて

　　　偽りを語らず

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。

交流を通して交流を通して交流を通して交流を通して

沼津ワイズメンズクラブIBC・DBC委員長沼津ワイズメンズクラブIBC・DBC委員長沼津ワイズメンズクラブIBC・DBC委員長沼津ワイズメンズクラブIBC・DBC委員長

　相磯優子　相磯優子　相磯優子　相磯優子



2015年4月5日

ウェスティン都ホテル京都

今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

新山圭子メネット新山圭子メネット新山圭子メネット新山圭子メネット

渡部與志夫Y's渡部與志夫Y's渡部與志夫Y's渡部與志夫Y's

　皆様お疲れ様でした。そして感動をありがとうございました。

若いメンバーの皆様の堂々とされた挨拶等、感心致しました。

非日常的な場面に参加させて頂き、大好きな着物を着る機会

も与えて頂きありがとうございました。

笠井はる美メネット笠井はる美メネット笠井はる美メネット笠井はる美メネット

20年間の沢山の出会いと変わらぬワイズメンの思いがこもった

楽しい例会でした。ありがとうこれからもよろしく！

渡部美代子メネット渡部美代子メネット渡部美代子メネット渡部美代子メネット笠井俊明Y's笠井俊明Y's笠井俊明Y's笠井俊明Y's

八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's

髙坂綾子メネット髙坂綾子メネット髙坂綾子メネット髙坂綾子メネット

　この度は京都トップスクラブ20周年おめでとうございます。

　先日は記念式典に携わらせて頂きまして大変喜ばしく思って

おります。

　今回の式典は会歴の浅いお若い方々を中心に企画立案さ

れたとの事、当日は実行委員の皆様の意気揚々とされている

お姿を拝見し、本番は終始感動致しておりました。

　他クラブの来賓の方々からも口々に『素晴らしい記念式典で

した！』…と感想を頂戴しております。

　実行委員の皆様方、本当お疲れさまでございました。

河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's

河原真己メネット河原真己メネット河原真己メネット河原真己メネット

　２０周年記念例会に出席しトップス発足当時のこと、３つの駒

の意味をしりました。

　会員の皆様のそれぞれの想いが大きなエネルギーとなって

益々活躍の場が広がる事を願っています。お疲れ様でした。

　会歴の5年未満のメンバーが中心となり素晴らしい20周年記

念例会を成功させ本当にお疲れ様ご苦労様でした。当初は意

見の食い違い等があり良い雰囲気ではなかったと聞いていま

す、それも皆さんが良い物を作り上げたいと思う熱い気持ちが

あったからこそ、素晴らしい周年例会ができたと思っています、

今西YSの普段より大きな目力でのトップス宣言、河合YSのスポ

ンサーに見放されての完璧なスケジュール表作成、実行委員

長の八木YSの苦しかった１年半お礼の挨拶で皆さんに伝わり

ましたよ、そして実行委員会の黒幕一段と黒さを増すMC高坂

YSいやな顔をみせずいつも笑顔での雰囲気作り、実行委員会

の皆さん本当にありがとうございました。バンザ～イ！

　今回、我らがトップスクラブの20周年例会を開催し、また実行

委員長として携われた事を光栄に思います。また20周年委員

長をはじめ、委員会の皆さんのお力に支えられ本当に感謝し

ています。ありがとうございます。

　例会後に、ご出席頂いたたくさんのお客様から『すごくいい例

会だったよ』とお言葉を頂戴し、感無量。力を合わせて何かを

やり遂げるということの大切さや、喜びを学べた貴重な経験でし

た。

　本当に皆さん！ありがとうございました！！

　「キーメンバー5人　感謝を語る」この企画を知らされて当時の

事を振り返ってみました。色んな事があり、色んな方に助けられ

た事が蘇えってきました。そしてあの頃からずーと思っていた仁

科さんに感謝の言葉が言えました。20年にして、改めてありがと

うございました。

　20年前　キャピタルクラブから　トップスクラブへ　身を裂かれ

る思いで　流した涙が・・・　今期20周年記念例会を成功裡に

終えた時　感動と嬉し涙に変わりました、私はワイズメンを誇り

に思います。トップスクラブ最高

　１９９４年７月１０日　京都パークホテルでチャーターナイト　京

都キャピタルクラブから１１名のキーメンバーでクラブ作り　早い

物で２０周年を迎えました、現在キーメンバー５名が残り記念例

会では　晴れの舞台上で「感謝の気持ち」を表す　場を作って

頂き本当にありがとうございました。

　５年未満の若いメンバーで　20周年を素晴らしい記念例会に

して頂き心から感謝申し上げます・

　最後のお客様をお見送りの場では　良かったねェ　いい例会

でしたよ　トップスクラブはすごいクラブに成ったねェ　と握手

涙で誰と握手しているのか解らないほど嬉しく　本当によかっ

た。　感謝

　皆さん２０周年記念例会お疲れ様でした。最初、周年例会を

するかしないかで話し合っていましたが、終わってみて本当に

やって良かったと思っています。皆さんに感謝の気持ちが伝

わったのではないでしょうか？そして笑顔大量生産宣言！！こ

のような大役・・・大変緊張しました！あんな大人数の前で話し

たことなんかありません。手汗がすごかったです。終わった後、

笑顔がない！など指摘があった通り出来は良くなかったと思う

のですが、クラブの皆は、よかった！と言って握手をしてくれま

した。このやさしさがとてもうれしかったです。本当にこんな会歴

２年のペーペーにこんな大役を指名していただいた事と、心や

さしいクラブのメンバーに感謝します。

新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's

乙坂正子メネット乙坂正子メネット乙坂正子メネット乙坂正子メネット

　皆様のおかげで２０周年記念例会が成功裡に終えました事を

感謝申し上げます。

　特に実行委員会の皆様には、永きに渡り委員会を重ね素晴

らしい例会を造り上げられました事に、心より感謝申し上げま

す。２０周年記念例会を通して我々は大きな経験を積み、参加

された方々には大きな感動を受けて頂いたと思います。それぞ

れのメンバーが個性を活かし、力を集結すれば良い結果に繋

がります。参加されたメネットの皆様にも感謝！！

　良い記念例会だったと思います。今後は30周年に向けてメ

ネットさん同伴でＹＭＣＡ奉仕活動のサポートを全力投球でお

願いします。

日時：

場所：



2015年4月11・12日

アピカルイン京都

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 13～14日13～14日13～14日13～14日 西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会

17日17日17日17日 （日）（日）（日）（日） 第１１回かもがわチャリティーラン第１１回かもがわチャリティーラン第１１回かもがわチャリティーラン第１１回かもがわチャリティーラン 20日20日20日20日 （土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会

27日27日27日27日 （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会 21日21日21日21日 （日）（日）（日）（日） ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会ぐんぐん焼肉交流会

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（日）（日）（日）（日） リトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワーク

今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's 石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's

場所：

　４月１１・１２日とクラブに入会してはじめて研修会に参加

しました。研修内容の中では、キャピタルクラブ岡本尚男さ

んの資料の中で”時間を守ること”とありました。ものすごく

当たり前のことなんですが、仕事じゃないし少し位遅れても

いいやという気持ちでいました。でも次期委員長をさせてい

ただくのにそういう気持ちではだめだなと気が引き締まりま

した。この資料では他にも、人間としてビジネスマンとしてワ

イズメンとしての当たり前のことが記されていてとても勉強

になりました。夜の親睦では、牧野さんが居酒屋でなぜか

ハイボールを頭からかぶっていたのがおもしろかったです。

そしてその横の高坂さんの顔がとても印象的でした。

　20周年記念例会の興奮も冷め止まぬ4月11日～12日、次期

役員研修会が『アピカルイン京都』で開催されました。

12時30分に到着し会場へメンバーもぞくぞくと集合され初日は

新旧引継が行われました。

　現役員の方々、そしてトップスを支えるレジェンドの方々か

ら、非常に噛み砕いた解り易いオリエンテーションをして頂き、

概略がわかり、改めて各役員さんの大変さを感じました。トップ

スが伸びているのは、この地道な引継を真剣に各自が自覚し

トップス理念を継承しているからだと思いました。

　夜は夕食を済ませ、外の飲み会に１軒だけ行き部屋に戻っ

たら同室者の笠井さん、森田さん、廣田さんら同年代の部屋

割りでみなさん大人しくお休みになられました。

　2日目は次期役員研修会。朝風呂に入り朝食を済ませ、非常

に健康的な朝を迎え、次期会長の気合の入った主題『DOWN

TO　EARTH』と活動方針が発表され、22期河原号の船出にな

りました。

　私の一委員長として、足を引っ張らないように頑張りたいと

思います。

　次期ファンド委員長を頑張らせて頂く、本田で御座いま

す。

今回、次期役員研修会に参加させて頂きましたが、昨年も

委員長でもないのに、トップスクラブを知る！！と言う意味

でオブザーバー参加をしてましたので、実質は、2回目の参

加になりました。

　ただ、前回と今回では、全く、心の持ち方が違い、今回は

責任感を感じながら、再度、ファンドと言う事や、その他の

事業の意味合いなど、理解させて貰いました。

　この研修会で学んだ事を忘れず、1年間、ファンド委員長

　2015年度のEMC事業委員長を就任します的場です。

　４月11日〜12日に次期役員研修会が行われ、出席してき

ました。

　次期河原会長の熱い決意表明から始まり、緊張した雰囲

気の中で色々な事を教えて頂きました。僕の個人的な感想

なんですが・・・・・不真面目だと、怒られるかもしれません

が、夜の先輩方との交流がとても楽しかったです。正直、

TOPSクラブに入会して10ヶ月たらずで、まだアウェイ感とい

うかお客様感が抜け切れてなかったのですが、今回の“お

泊り交流会”で一気にTOPSクラブの中に入っていけたよう

な気になりました。本当に楽しかったです！勿論、次の日の

研修会もしっかり勉強させて頂きました。是非！この経験を

次期EMC事業に役立てていけたらと思っています。

的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's

　はじめまして、3月より入会させて頂きました、内海雅弘と申します。

　スポンサーは、本田正人さんで、ゴルフを通じて知り合い、今回トップスクラブをご紹介頂きまし

た。

　本田さんとは、不思議なご縁があり、5～6年前に、ゴルフの友人の友人の紹介で、ラウンドをご

一緒させて頂き、今は介してくれた友人もその友人とも付き合いが無くなったのですが、本田さん

とは以来のお付き合いで、昨年京都支店に転勤になり、入会させて頂くご縁となりました。

　ライフワークは証券会社に勤務し、学生時代から興味がありゼミから続いている金融・経済の探

求、そして趣味のゴルフを自分なりに納得のいくレベルまで到達することですが、どちらも奥が深

く、頂きはまだまだ見えません(泣)

　そして、今回本田さんのおかげで、新しいライフワークが見つかりました。トップスクラブを通じ

て、一人でも多くの方と知り合い、自分の知らない世界を勉強させて頂き、ボランティア等を通じ

て、世の中のお役に少しでも立てればと願っています。

　皆様、今後ともどうか宜しくお願い申し上げます。

内海雅弘

本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's

LT

ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・部・区での研修だけでなく、個人のスキル

アップのため自己研鑽に励みましょう。

5月5月5月5月 13日13日13日13日 6月6月6月6月

24日24日24日24日

28日28日28日28日

日時：



2015年4月19日
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メンバー数 名

（功労・広義会員含む） 現金 円 4 月 円 4 月現金 円 4 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

３．アクアフェスティバル

５月３１日（日）に京都ＹＭＣＡの５Ｆプールでアクアフェスティバルを開催いたします。

アクアフェスティバルとは、プールの中で様々なゲームをしたり、みんなで曲に合わせて踊ったり楽しくあそんでプールを好きに

なってもらうイベントです。

詳細が決まりましたら、京都ＹＭＣＡホームページにてご案内いたします。

４．２０１５年度会員協議会

公益財団法人京都ＹＭＣＡ第４回会員協議会を開催いたします。

　多くの会員の皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時：２０１５年６月２６日（金）　１９時００分～

場　　所：京都ＹＭＣＡ三条本館　地階マナホール

内　　容：グループの活動報告、京都ＹＭＣＡの一年の事業報告など

連 絡 先：事前に出欠連絡を京都ＹＭＣＡ本部までいただけますと幸いです。

（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ / （ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０ / （E-mail）kyoto@ymcajapan.org

日時：

場所： 森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's森田茂実Y's

　４月１９日（日）京都YMCAリトリートセンターにおいて「２０１５年夜桜フェスタ」

が開催されました。心配していた天候も２００名を超える来場者の熱気に押さ

れたのか雨にならず、満開の八重桜が楽しめました。

　ステージでは、ブルーグラス・ブルース・フォーク・二胡の演奏などが会場の

雰囲気を盛り上げていました。ワイズの屋台は「天ぷらうどん」「焼きそば」「フ

ランクフルト」「ナンピザ」「豚まん」「串カツ」「揚げたこ焼」「鳥煮込み」「餃子」

「たこせん」「みたらし団子」「わらびもち」がありトップスは「ベビ―カステラ」を

担当し、石田Yサ委員長、小林ワイズ、渡部メネットが焼きを担当し予定量を提

供しました。その他に渡部ワイズ、船木ワイズ、出口ワイズ、幡山ワイズ、舞

田ワイズ、森田が参加しました。

１．第11回かもがわチャリティーラン参加申込開始

５月１７日（日）、第１１回かもがわチャリティーランを開催いたします。在京ワイズメンズクラブの皆様には、当日スタッフや屋台

出店などでご協力いただきます。宜しくお願いいたします。

　日　　時：２０１５年５月１７日（日）　９時１５分～１５時３０分　※雨天決行

　場　　所：鴨川公園

お問合せ：京都ＹＭＣＡかもがわチャリティーラン事務局

　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８ / （ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０ / （E-mail）c-run@kyotoymca.org
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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


