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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

ルカによる福音書 ２４章13～17節

メンバー数 （広義会員3名含む） 名

特別メネット 名 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 ｃｃ

YMCAサービス

ASF

YMCAの愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担うユースの育成に力を注ぎ

ましょう！
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西日本区メネット会長西日本区メネット会長西日本区メネット会長西日本区メネット会長 前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future!前に向かって！　　For the future! 会会会会 計計計計 ：：：：

「エマオへの道」 ちょうどこの日、二人の弟子が、エルサレムから60スダディオン離

れたエマオという村へ向かって歩き ながら、この一切の出来事について話しあって

いた。‥‥二人は暗い顔をして立ち止まった。
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。

ドライバードライバードライバードライバー委員長委員長委員長委員長としてのとしてのとしてのとしての仕事仕事仕事仕事
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　ドライバー委員長という役職に入会2年目の私が任命されたときは、正直なところ荷が重く、不安を感 じておりま

した。ドライバー委員長としての仕事は一年間のクラブ活動予定の計画の立案、例会を実施 する会場の確保、毎

月の例会が円滑に進行できるよう念入りな打ち合わせなど多くの仕事がありまし た．2年目の私は何も知らなかっ

たため、最初の頃は失敗の連続でしたが、河合会長をはじめ、ドライ バー委員の皆様などの支えによりドライバー

委員長としての仕事を全うすることができました。支えて くださった皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。

入会一年目の私は例会に参加するだけでしたので、それまでにこれほどまでにも大変なことが行われ ていること

を知る由もありませんでした。しかし、委員長という役職に任命され、自分がそれを行う ことで初めて大変さを痛感

することができました。早半期が経過しましたが、貴重な経験をさせて頂 いたことを光栄に思います。

忙しいという言葉を聞くと人によって様々な考え方があると思います。私は忙しい＝時間を有意義に 過ごすことが

できると考えております。ドライバー委員長という役職は決して楽な仕事ではありません。 しかしドライバー委員長

の仕事をすることで自分の経験値を上げることができたなら、どれほど忙し くともやってよかったのではないかと

感じております。

　残り半期でドライバー委員長の任期が終了しますが、今では任命してくださったことに感謝しており ます。残りの

期間では委員長に任命して正解だったと思われるよう仕事をこなすとともに、より自分の レベルアップにつなげる

ことができればと考えております。また次の新ドライバー委員長にはスムーズ に引継ぎを行いたいと思っておりま

す。

656,832 3,600



2017年3月28日

パルティール京都

2017年3月18・19日

大阪コロナホテル

髙坂訓次期京都部国際交流主査髙坂訓次期京都部国際交流主査髙坂訓次期京都部国際交流主査髙坂訓次期京都部国際交流主査

山下大輔次期会長山下大輔次期会長山下大輔次期会長山下大輔次期会長

日時：

場所： 鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's

　キャピタルクラブ、エイブルクラブ、東稜クラブ、トップスクラブの４クラブで、毎年恒例の合同例会を開催いたしま

した。今回のホストクラブはエイブルクラブさんが準備してくださいまして、宇治のパルティール京都で行われまし

た。本日の講師はフランシスコ会修道司祭　ジョシュア吉成元宏様で、普段は５分くらいのお話しかされない中で、

３０～４０分講演の要請に困惑気味な心持ちを面白おかしく話されておりました。食事開始と同時に二胡奏者　尾

辻優衣子さんの演奏が始まり、賑やかで優雅な食事会となりました。アンコールにも応えていただき大盛況でし

た。２時間の例会でしたがあっという間に閉会となり、個人的にはもう少し長くても・・と思える楽しい例会でした！

　3月18日土曜日〜3月19日日曜日会長主査研修会が開催されました。

会場にはLD委員会の船木LD委員長をはじめ倉委員、今西委員が準備をしておられ次期会長に山下大輔ワイズ

が参加し、見慣れたいつもの顔ぶれが揃い開始前からリラックスした雰囲気のなか参加する事ができました。

　現在のワイズメンズクラブはアジアや区、部においても問題はメンバー不足だと感じました。次期　私は自クラブ

もワイズメン 他クラブもワイズメンを主題とし人やクラブの橋渡し役となれればと考えております。

　私は国際交流主査とし活動致しますが様々な主査さんと協力し合い合同で事業を企画できればと考えておりま

す。是非トップスクラブの皆様も北京都フロンティアクラブなどたくさんのクラブに訪問し交流を深める一年として下

さい。

　どうか宜しくご協力の程宜しくお願い致します。

　次期会長主査研修会に行って来ました。行くまでは他クラブの会長さんや主査さん達が来られるので大変緊張

感を持っていましたが、現場にはLD委員長の船木さん始め倉さん、今西委員、髙坂次期京都部国際交流主査も

おられてトップスクラブの人が沢山おられましたのでホームグラウンドみたいになり緊張感は少し和らげました。

　２日間の研修とか絶対寝てまうと思ってましたが（笑）以外と全く寝ずの研修を受けて来ました。

　その中でも一番分かりやすかった説明が会長の役割と言う話をして下さった広島クラブの益国ワイズのお話しで

した。仕事のパターンに置き換えても為になる話で凄く勉強になりました。内容については追々機会があればお伝

えして行きたいです。

　24期もいよいよ始まりますが皆さんと一緒にワイズライフ楽しんで行きたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致

します。

日時：

場所：



2017年4月8・9日

アピカルイン京都

本田正人 次期副会長・次次期会長本田正人 次期副会長・次次期会長本田正人 次期副会長・次次期会長本田正人 次期副会長・次次期会長

的場幸生 次期地域奉仕・環境ウエルネス事業委員長的場幸生 次期地域奉仕・環境ウエルネス事業委員長的場幸生 次期地域奉仕・環境ウエルネス事業委員長的場幸生 次期地域奉仕・環境ウエルネス事業委員長

青山修士 次期EMC事業委員長青山修士 次期EMC事業委員長青山修士 次期EMC事業委員長青山修士 次期EMC事業委員長

　皆様お疲れ様です。次期CS委員長をさせて頂きます的場です。 2017年4月8日（土）9日（日）の二日間にわたっ

てアピカルイン京都で 行われた次期役員研修会に参加してまいりました。 私にとって今回で3年連続の参加にな

りました研修会ですが、 前回、前々回と同様に研修会はピリッと引き締まった時間を、夜の懇親会は TOPSらしい

とても楽しい時間が過ごさせて頂きました。 大先輩の船木さん、新山さんのお話しはとても興味深く、 これから委

員長を務める自分には気が引き締まる内容でした。 今回の次期役員研修会を終えて、山下次期会長の熱い想い

を体と心でビリビリと感じCS委員長の 大役をしっかりと務められるように、山下次期会長の足を引っ張らないよう

に頑張っていきたい と思いますので、次期のCS委員会にメンバー皆さんの力をお貸しください。よろしくお願いい

た します。

　次期EMC事業委員長努めさせていただく青山です。　次期役員研修会を終え更に実感が湧いて来ました。

　皆さまに歯痒い行動ご迷惑をお掛けしてしまうかもしれませんが、そうならないように努力しますので、次期1年

間よろしくお願い致します。

　皆さん、こんにちわ～！桜も満開のこの時期に、毎年の様に、役員研修会が、開催され、私も、 次次期会長&山

下期の副会長及び、今期の飯岡ドライバー委員長の代行として、二日間参加してき ました。この役員研修会に

も、3年連続で、参加していますが、毎年、この役員研修会で、ワイズ メンと言う自分の立場を、認識する場になっ

てる様に感じてます。 その中でも、今回は、次期三役としての自分の役割や自覚を、いつも以上に、認識し、ま

た、や るからには、きちんと責任を果たして行かなければ……といった思いも増した二日間になったか と思いま

す。河合期も、まだ、残り今月いれて、三ヶ月ありますが、既に、山下期の事を意識しな がら、河合期も、自分の

出来る事を、精一杯ヤリキリたいと思っています。 また、山下期が、始まると、三役として、皆さんとともにトップス

クラブをもり立てて行きたい と思っています。宜しくお願いします。

日時：

場所：



2017年3月18・19日

京都市横大路運動公園体育館

2017年3月19日

京町しずく

清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

店名 白ひげ食堂　　電話番号 0740-36-0434

　住所 滋賀県高島市鵜川２２５-５

おすすめのアクセス方法 JR湖西線近江高島駅から「タクシー」がおすすめです。近江高島駅からタクシーで5分

(2.1km)で到着です。

　アクセス ●駅からのアクセス JR湖西線 ／ 近江高島駅 徒歩26分（2.1km）

　　　　　　　●バス停からのアクセス 高島市バス 鵜川線 白鬚神社前 徒歩1分（36m）

目的 ランチ  おひとりさまOK  喫煙可  ジャンル 定食 カフェ うどん おでん

営業時間 [月～金・土・日]　10:15〜19:45

　滋賀県の厳島神社と呼ばれている、白髭神社の南隣にある大衆食堂です。田舎の食堂なので量が多いのが特

徴です。名物は、豚汁で最近は豚汁うどんや豚汁ラーメンもメニューに加えられました。自家製出汁で煮たおでん

も名物です。白ご飯が美味しいのも特徴です。昔はトラックドライバー行きつけのお店だったのですが、近年は観

光客も多数ご利用されております。メニューはすべてリーズナブルに設定されています。白髭神社は、パワース

ポットとして人気があるので神社を参拝された後で是非立ち寄ってください。食堂の女将さんは、私の従兄弟で

す。日祝も営業しております。

日時：

場所： 今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

　３月１９日、山下次期会長と高坂次期国際交流主査の研修会お疲れ様会

が開催されました。クラブメンバー２０名ほどが集まり二人をむかえました。

　二人とも２日間の研修会でとても疲れていたと思うのですが、みんなに歓

迎されて疲れも吹っ飛んだのではないでしょうか。これだけ二人の為に集ま

るというのは、あらためてクラブっていいなーと思いました。

　私もＬＤ委員として参加していたのですが、京都部の中で山下次期会長は

かなり頼もしく映りました。高坂次期交流主査もとんでもないことをしてくれ

そうな気がします。

　またお疲れ様会では、部長の話などでも盛り上がりこれからどんどん盛り

上がっていきそうな気がしました。

　そして、男の花道をがっちりこしらえていってドーーンといった感じでしょう

か。これからとても楽しみです。

　３月１８日(土)・１９日(日)京都市横大路運動公園体育館に於いて「京都ＹＭＣＡ」が主催する「第４回京都ミニバス

ケットボール大会」が実施されました。２日間にわたり男女各８チームで実施されました。第１日目はリーグ戦方式

で行われその成績により第２日のトーナメント方式で「決勝トーナメント」と「交歓トーナメント」に分かれて試合が行

われました。

　今年もワイズメンズクラブによる昼食の提供がありトップスクラブは例年の「豚汁」を二日間担当しました。１日目

は他に京都クラブ・グローバルクラブ・ウエストクラブが担当されました。２日目はキャピタルクラブ・ウイングクラ

ブ・エイブルクラブ・みやびクラブが担当でした。「豚汁」は１日目約３６０杯、２日目約２６５杯を提供しました。チ

ケットとの交換ということや試合の進行具合で取りに来るタイミングがバラバラで参加メンバー・メネットが混乱する

場面がありましたが充実した二日間を過ごせたように思います。

　私は大会実行委員会ということで「お疲れさん会」ではなく大会の表彰式に参加して「ファイブゴール賞」のメダル

を選手にかける役目を務めさせていただきました。（この賞が何か興味のある方はお会いした時に質問してくださ

い。）二日間にわたり「豚汁」提供に協力して戴いたメンバー・メネットに感謝です。ありがとうございました。

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



2017年3月31日

ぐんぐんハウス

（土）（土）（土）（土） 長浜クラブ30周年記念例会長浜クラブ30周年記念例会長浜クラブ30周年記念例会長浜クラブ30周年記念例会 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会 （日）（日）（日）（日） インターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーランインターナショナル・チャリティーラン

（水）（水）（水）（水） メネット例会メネット例会メネット例会メネット例会 （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

（土）（土）（土）（土） 彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会彦根シャトークラブ35周年記念例会 （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（日）（日）（日）（日） 夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ

（火）（火）（火）（火） EMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペEMCファンド合同ゴルフコンペ

（水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（金）（金）（金）（金） YYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラム

巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's

　３月３１日（金）にぐんぐんハウスの主催イベントである「おつかれさん会」に河合会長、渡部 特別メネット、岡本ＹＳ、東

田ＹＳ、巴山の５名で参加してきました。

　イベントとしては、年度の終了に際し、施設に関わる全ての人に“お疲れ様”という感謝と慰労を含んだ会で、支援の

関係でトップスクラブも招待を受ける事となりました。仲間たちと一緒の歌から始まり、各種感謝状・表彰状の授与が行

われました。我がトップスクラブも感謝状をいただきました。（皆さんの活動の賜物ですね。）

　続いて、ぐんぐんハウスさんの１年の活動がわかるスライドショーの上映とあり、乾杯の後懇談の時間があり、最後に

記念撮影となりました。今後も少しずつ、交流が進んでいければと思いました。

　５月２８日（日）には、ぐんぐん焼肉交流会が予定されております。皆さんとても楽しみにされていますので、トップスメ

ンバーのご協力お願いします。

１．夜桜フェスタ

今年の夜桜フェスタは、リトリートセンター開設５０周年を記念して行います。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。また、２０１６年１２月から行われていた架橋改修工事の完成式

典も行います。ぜひご参加ください。

日　　時：　４月１６日（日）午後４時～７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：　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

　　　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）ritcen@kyotoymca.org

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

※国際協力チャリティーバザーに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。）

日時：

28日28日28日28日

２．第１３回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛申込 受付中

今年で第１３回を迎えるチャリティーラン、今年は５月２１日（日）に開催いたします。

チャリティーランで集められた支援金は、全国のＹＭＣＡや京都ＹＭＣＡが行う障がいのある子どもたちのためのプ

ログラムに用いられます。ただ今、参加・協賛のお申込みを受付中です。多くのご参加、ご協力お願いいたしま

す。

参加申込…リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１Ｆ窓口にてお手

続きいただくか、大会ＨＰ（http://kyotoymca.or.jp/c-run）のメールフォームよりお申込みください。

協賛申込…リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、京都ＹＭＣＡ三条本館１階窓口にてお手続きください。

お問合せ：　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

 　　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）c-run@kyotoymca.org

16日16日16日16日

1日1日1日1日

12日12日12日12日

15日15日15日15日

28日28日28日28日

18日18日18日18日

26日26日26日26日

31日31日31日31日

10日10日10日10日

21日21日21日21日

4月4月4月4月 5月5月5月5月

8～9日8～9日8～9日8～9日

場所：


