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舞田智之Y's　選 巴山直久

躍動するトップスクラブ

エレミア１７：９

メンバー数 （広義会員3名含む） 名

特別メネット 名 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 ｃｃ2,400
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EMC-E
YES

Eを行うためには､メンノレ増強とｸﾗﾌﾞ内での中堅メンノト育成が重要。
YES献金は新規ｸﾗﾌﾞ設立資金です。

例　　会　　出　　席 BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

京 都 部 主 題 限界を超えろ！　～Y's Power？No Limit！～ 会 計 ：

人の心は何よりも陰険で、それは直らない。だれが、それを知ることができ
よう。

TOPSのバナーにはこまが
三個配されています。
TOPSのTOP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。

EMCからはじまるクラブライフ

青山修士ＥＭＣ委員長

　今期EMC委員長を務めさせていただいております青山です。
　私はEMC委員長をさせていただくのは2回目でして、この場面ではこういう動きをするとかわかるように
なっております！
　正直、1回目委員長をした時はなんの興味もなく普通にやっていれば良いは！と言う思いで務めており
ましたが中盤になって現EMC主任である牧野さんと委員会等してるうちに牧野さんの想いを感じてるうち
に私のハートにちょっとだけ火がつき始めました！
　そして、2回目のEMC委員長に拝命いただきまして1回目とは全然違ったモチベーションで委員長を務め
る事ができました！
　また今期はトップスからEMC主任、主査と輩出しており、とても熱い状況だと私なりに実感しておりま
す。
プラス八木会長期15人増強という目標もあります。
　この目標を達成するためにEMC委員のみんなと共に頑張ります！
　もう半期すぎようとしますが、あと半期も引き続きよろしくお願いいたします！

アジア太平洋主題 Action！　（アクション！）　　

西日本区主題 風となれ、ひかりとなれ 書 記 ：

こころ豊かにあるために、輝くために

真摯たれ！紳士たれ！！八木薫史会長主題：

会 長 ：

国 際 主 題 Building Today for a Better Tomorrow　（より良い明日のために今日を築く） 副会長：

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

The Y's Men's Club of 10ｔｈ.July1994
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2019年11月13日
ウェスティン都ホテル京都

2019年11月2日
聖嬰会場所：

日時：
場所： 石田博紀Y's

日時：

寺内陽子Y's

　昨年までは、建物の外でヨーヨー釣りブースの出店をしていましたが、今年は施設からの希望で、飲み物の販売
を担当しました。
　食べ物ブースは、カレーライス、焼きそば、チキンナゲットなど、毎年大人気のブースです。　その中で、唯一の
飲み物販売でした。
　森田委員長のチョイスにより、数種類のジュース、お茶、コーヒーを提供しました。早々にお茶が売り切れ、ス
ポーツドリンクが大量に売れ残るという誤算はありましたが、無事終えることができました。
　お昼にいただいた、カレーライスと焼きそば、とっても美味しかったです。
　来年は、もう少し施設の方と交流できるようなお手伝いができたらいいな、と思いました。

　11月は、ホテルの方にテーブルマナーを教えていただ
く例会で、聖嬰会の若い方や多くのゲストの方にも参加
していただきました。私自身２回目の受講でしたが、忘
れてしまっている事も多くあり、知識としてだけではなくア
ウトプットする場を作っていかないといけないな・・と痛感
いたしました。教えてもらうことが少なくなった昨今、知識
や教養を教授してもらえる場を作ってもらえるのはあり
がたい事です。来年は何かな？



2019年11月3日
JR二条駅前

参加者：河合Y's、清水Y's、牧野Y's、寺内Y's、寺内コメット、東Y's、森田Y's、小林Y's、巴山Y's、巴山コメット

2019年11月13日

参加者：本田正Y's、

舞田Y's、山下Y's、
高橋Y's、鹿取Y's、
石田Y's、牧野Y's、
河原祥Y's

2019年11月23～24日
ホテルクライトン新大阪

参加者：新山次々期理事、牧野EMC事業主任、今西LD委員、的場LD委員、船木Y's、巴山Y's

場所：

日時：
場所：

日時：
場所：

日時：



2019年11月19日
ウェスティン都ホテル京都

参加者：八木会長、牧野Y's、山下Y's、新山Y's、河合Y's、清水Y's、河原正Y's、小林Y's、倉Y's、青山Y's、廣田Y's

（日） 少年野球大会 （水） 新年例会
（土） クリスマスファミリー例会 （月） ユーススポーツ大会（ドッチボール）

クリスマス　ロービーコンサート （水） 半期総会
（水） 市民クリスマス （土） チャリティーコンサート
（水） 役員会 （水） 役員会29日

20日 16日

１．市民クリスマス
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 20 日(金)
　　　　　　聖母学院中学・高等学校ハンドベルコンサート 18：30～19：00
　　　　　　礼拝 19:20～19:50
　　　　　　キャロリング 20:00～21:00
　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：篠澤 俊一郎 牧師（日本ナザレン教団花園キリスト教会）
　申込み：不要
　問合せ：TEL 075-231-4388

２．クリスマス ロビーコンサート
　日 時： 12 月 18 日（水）19：00～20：00 ザ.クリスマスソング～なつかしのポップス
　　　　　　　演奏 Dusk to dawn
　　　　　　12 月 19 日（木）19：30～20：30 女性ボーカルとギターの調べ
　　　　　　　演奏 Ikuko Itou〔Vo〕、Tomoko Yoshioka〔Vo〕Akira 〔Gt〕/ Taeko〔Vo〕
　場 所： 京都 YMCA 1 階ロビーステージ
　申込み：不要
　問合せ：TEL 075-231-4388

３.ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い
　「相沢康夫さんと積木で遊ぼう～積み木ライブショーを楽しむ」
　講師による積み木パフォーマンス、積み木や構成玩具を用いて、親子で遊びます。
 　協賛などご協力よろしくお願いします。
　日 時： 2020 年 1 月 12 日（日）14 時～16 時
　場 所： 京都ＹＭＣＡ三条本館
　対 象： 幼児～小学生の親子 40 組～50 組
　問合せ： 保育園園長 神戸 TEL 075-254-8131

４．スキーキャンプ・ウインタープログラム 申込受付中
　申込み・問合せ： 京都 YMCA ウエルネスセンター TEL 075-255-4709
　 e-YMCA（WEB 申込）https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

15日23～24日

25日

12月 1日 1月 8日
14日 13日

日時：
場所：


