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マタイによる福音書　6章34節

メンバー数（広義会員1名含む） 名 名

特別メネット 名 名 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
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　皆様ご無沙汰いたしております。今期会計をさせていただいております、舞田です。よろしくお願いいたします。

　今回ブリテンのヘッドを承りまして、えっ僕が？という驚きやったのですが久々に頑張ります（笑）　トップスクラブ

も24期を迎えました、三年前には会長をさせていただき皆様には大変なご協力をいただき、素晴らしい一年間を

過ごすことができました。本当に良い経験でした。ありがとうございました。

　しかし入会間もないころにはこんなことを思っていました。私がトップスクラブで最初に思ったことはこの作業や役

は人生において意味があるのかなという疑問でした。生活に、仕事に、個人のスキルアップに、必要かなという疑

問でした。時間を割いてそのうえで否定されたり、やり直しを命じられることもありました。全然意味わからず虚無

な思いをしていたこともありました。しかしあるとき人前でお話しする機会があり、その時にその場におられた方に

話慣れていると言われその後その方と交流を深められたという経験をしました。その時にこう思いました、とりあえ

ずやってみよう！　参加してみよう！

　いまだに答えの出ていないこともたくさんありますが、その思いを変えず今もクラブライフを楽しんでおります。

 

　さて今期は若手のホープ（でももうそんなに若くないけど（笑））山下会長が24期の会長であります。山下会長は

人の輪や、交流などを大切に今期を活動されています。秋は特に事業や行事の多い時期であります。この時に一

致団結して、頑張らなくても参加だけでもうれしいんです。

　最優秀クラブを目的に今期頑張っておられるのでその期待に応えられるようにみんなで盛り上げていきましょう

ね！そしてトップスクラブがまだ体験したことの無いこともこなせる体力をつけて今後に備えましょう。たくさんの活

動の中に新たな人間性や優しさ、そして驚きを期待しながら忙しさの中にも実りのある秋にしたいと思っています。

目指せ最優秀クラブ、そして新しい出会いを！

BF EF 国際組織の一員であることを再認識し、BF/EFの目的を理解しましょう。
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明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の

苦労は、その日だけで十分である。

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。

実実実実りのりのりのりの秋秋秋秋
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10,000 68,356 400

月月月月

報報報報

告告告告

45 37 0



2017年9月13日

ウェスティン都ホテル京都場所： 石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's石田博紀Y's

日時：

　9月は京都部の部長はトップスクラブに公式訪問していただける例会が開催されました。今期京都部部長は京都

ＺＥＲＯクラブ 竹園 憲二ワイズが就任され、京都パレスクラブ 千賀 修（地域奉仕・環境事業主査）、京都キャピタ

ルクラブ 金原 弘明（ＰＲ委員会委員長）と共に我がクラブに訪問していただきました。会場はコの字型のレイアウ

トで張り詰める空気の中、部長主題“Ａｌｌ Ｈａｎｄｓ ｏｎ Ｄｅｃｋ ！”悪天候時に船乗りメンバー全員がデッキに出て、

各々の役割を果たすことから由来した表現で、全員の手助けが必要である！と熱弁していただけました！



2017年9月10日

ウェスティン都ホテル京都

2017年9月22日

山下会長宅

（日）（日）（日）（日） 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 （金）（金）（金）（金） YMCA祭YMCA祭YMCA祭YMCA祭

（水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会 （土）（土）（土）（土） ﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾕｰｽｽﾎﾟｰﾂ大会　ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

（土）（土）（土）（土） ワイズデーワイズデーワイズデーワイズデー 聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり聖嬰会まつり

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

（土）（土）（土）（土） ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市 （月）（月）（月）（月） YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）YMCA祭（舞鶴）

（日）（日）（日）（日） 国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金 （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

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

　去る9月10日、ウェスティン都ホテル京都に於いて、第22回京都部部会

が盛大に開催され、我がトップスから山下会長の下36名（出席者名簿参

照）が、竹園憲二京都部部長を盛り上げるべく参集しました。

　第1部の式典のメインは何と言ってもバナーセレモニー、バナーを掲げ

た山下会長の満面の笑顔がひときわ輝いていたように感じられ、男なが

らも惚れ惚れとした感覚を覚え『胸キュン』の気持ちを味わうことができま

した。

　第2部は、ＮＰＯ法人日本災害救援ボランティアネットワークの渥美公

秀理事長（大阪大学教授）と寺本弘伸常務理事による体験を交えながら

の講演を聴かせて頂きました。自分たちの住んでいる各々の地域の地

図を広げて、避難所や学校やお寺の場所にシールを張り付けていくとい

う簡単のものですが、各テーブルの皆さんは小学生にタイムスリップした

かのような表情で、私は亀岡なのでその地域には含まれてはいなかった

ですが一緒になって楽しませて頂きました。と同時に改めて災害時の対

応の必要性を感じることができました。

　第3部は、オープニングムービーで幕を開けた懇親会、食事歓談の時

には私の真後ろで、ジャズオーケストラの演奏もありダンスタイムもあっ

たようですが、お酒をたくさん頂いたせいか記憶が戻ってくれません。詳

しい報告ができなくてスミマセンです。

　締めに、ホストをして頂いた京都ゼロワイズメンズクラブの皆さん、素晴

らしい部会をして頂き有難うございました。充分に楽しませて頂きました。

そして参加したメンバーの諸君、お疲れ様でした。
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29日29日29日29日

11月11月11月11月

8日8日8日8日

19日19日19日19日

13日13日13日13日28日28日28日28日

　9月度の三役会にブリテンメンバーでお邪魔しました。会長宅のガレージにてBBQで腹ごしらえした後は、皆さん

真剣な眼差しで討議されていました。クラブ運営の為に遅くまでご苦労様でした。おつかれさまです！

場所： 乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's乙坂優次Y's

日時：

場所： 田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's

日時：



内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's

河原祥博Y's河原祥博Y's河原祥博Y's河原祥博Y's

２．ＹＭＣＡ三条保育園　入園希望者説明会

２０１８年度開園の「ＹＭＣＡ三条保育園」入園希望者説明会を以下の日程で実施します。

日程及び会場：

①１０月１３日（金）午後７時～／ 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

②１０月２１日（土）午後６時～／ 京都ＹＭＣＡ三条本館 マナホール

内　容：　ＹＭＣＡ三条保育園概要について

お申込み・お問合せ：

京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ-mail）kyoto@ymcajapan.org

説明会は会場収容人数の関係で事前申込制です。お電話またはメールにて、①参加希望日程 ②ご参加される

方のお名前をお伝えください。

３.国際協力街頭募金

京都ＹＭＣＡでは毎年秋、すべての人々が国・民族・宗教の違いを超え、平和に生き生きと暮らせる社会をつくるた

めに国際協力街頭募金を行なっています。今年は、１０月２９日（日）に市内数か所で行います。

集められた募金は世界中のＹＭＣＡネットワークを通じて、紛争で苦しむ人々や貧困の中にある子ども達への支援

のために使われます。ご協力お願いいたします。

□仕事の内容

　京都市山科区勧修寺にて

　自動車販売・買取業

（売っても買っても得するｸﾙﾏ屋）

□私の性格を一言で言うと

　B型（典型的な）

　＋雑（根はまじめ）+M

□クラブについて一言

　自己研鑽の場として

　成長させていただき感謝です！

□その他

　自己研鑽のためメンバー皆さん！

　私をもっといじってくださいね

　（Mなんで）

□好きな言葉

日々精進・日々成長

成長して行くｲﾒｰｼﾞの言葉が好き

□仕事の内容

証券会社営業

お客様対応

金融商品のご提案株式以外でも

□私の性格を一言で言うと

いらち

気が短かい

好奇心旺盛

□クラブについて一言

入会出来て良かった!!

トップスクラブに出会えて良かった!!

□趣味

ゴルフ

会社からの命令で始めた。

今年で23年目　ﾊﾝﾃﾞｷｬｯﾌﾟ7

ﾍﾞｽﾄｽｺｱ72

旅行

北海道大好き10回以上訪問

最近は、タイ　バンコクゴルフ

□趣味

　旅行へ行く事（主にアジア）

　ヘタなゴルフ

　映画鑑賞（オタク的）

□好きな言葉

　死ぬ事以外はかすり傷

１．三条本館　耐震補強・改修工事開始

すでにご案内させていただいている通り、１０月２日より、京都ＹＭＣＡ三条本館の耐震補強・改修工事が始まりま

す。皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

【本部事務局 仮事務所】

場　所：　京王京都三条ビル３階（京都市中京区堺町三条通東入ル桝屋町７５）

　　　　　※ 京都ＹＭＣＡ三条本館正面出口を出て、左斜め向かいのビルです。

　　　　　※ワイズメンズクラブへの連絡トレーは、仮事務所に設置いたします。

　　　　　※仮事務所開館時間：　（平日）午前９時～午後６時　（土曜）午前９時～午後５時

期　間：　１０月から１２月末までの期間、仮事務所に移転します。

連絡先：　ＴＥＬ／ＦＡＸ番号に変更はありません。

　　　　　代表番号（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（ＦＡＸ）０７５－２５１－０９７０


