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躍動するトップスクラブ
コロサイの信徒への手紙３章から

メンバー数 （広義会員3名含む） 名
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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

11月号

Kyoto Tops 第25巻

第5号

通巻292号

アジア太平洋主題 アクション！　　Action！

西日本区主題 未来に残すべきものを守り育てる 書 記 ：

Let's Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future.

The power of human being
【交流を通じ、人間力をたかめよう！！】

本田正人会長主題：

会 長 ：

国 際 主 題 私たちは変えられる　　Yes, we can change 副会長：
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京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

何をするときも、心から行いなさい。

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。

ご縁をいただいて

2018～2019年度　富士山部部長　渡邉実帆（沼津クラブ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　京都トップスクラブの皆様とは約4年になりますでしょうか。トップスクラブ20年創立記念例会の時にＤＢＣの締結
をさせていただき、それからのお付き合いになります。２０代の若く元気なトップスクラブの皆さまとお付き合いをさ
せていただくようになってから、５０歳越えの沼津クラブも私も？とても元気になった気がします。
　今年度は富士山部部長として活動させていただいておりますが、韓国・麗水での国際大会に参加した折、京都
部の川上部長様ともご縁を頂き、益々「京都」とのご縁が深くなりました。大きな、大きな「京都部」にはいつも圧倒
されています。また、何度かトップスクラブさんを訪問させていただいておりますが、その度にいつもパワフルなトッ
プスクラブさんに『刺激』をいただいています。外に出るきっかけをいただいたのはトップスクラブさんとのご縁で
す。このご縁に感謝申し上げます。（大好きな街、憧れの京都。実は、京都に行けることも私たちにとっては楽しみ
の一つでもあります）
　以前貴クラブのメンバー（当時会長）様と食事をした所で、若い経営者に「ワイズメンズクラブに入ると全世界に
仲間が出来る、こんなスゴイことはない！」と力説されていました。私も聞いていて納得！また、自分はファンド委
員長だからと言って「これはファンドにする」とファンド品を集めておられました。全てワイズワイズ！ワイズの為
に！こんな方がトップスクラブにいらっしゃるのです。このような方が集まれば凄いクラブになるのは当然だと思い
ました。
　やる気！本気！→元気！・・・ですね！
　クラブも人間と一緒です。若い力に勝るものはありません。
　これからもトップスクラブさんに若さと元気を頂いて、沼津クラブも頑張らなければ・・と思います。
　そして、トップスのメンバーの皆さま、プライベートでもお仕事でも？静岡県を通られましたら、素通りはなさらぬよ
う、必ずお顔見せて、元気と若さ？を落として行って下さいね。お待ちしております。どうぞこれからも宜しくお願い
致します。
　追伸：台風の影響で富士山部大会が延びましたこと、ご予定くださっていた皆さまに深くお詫び申し上げます。１
２月１日に延期になりましたが、何名かお見えくださるとの事、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。お
会いできますこと、楽しみにしております。
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2018年8月8日
ウェスティン都ホテル京都

2018年9月29日
同志社大学新町キャンパス

Public
Relations
Wellness

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高めましょう。

　今年もエイズ文化フォーラムin京都が同志社大学新町キャンパスで開催されました。
今年で８回目を迎え安定した知名度を得て、盛り上がりを形に表そうと運営委員が切
磋琢磨し企画を練られたのですが、今夏の異常気象に加え過去最大規模の台風が近
畿地方を直撃するとの情報で9月29日、１日目だけの日程を消化し閉幕となりました。
自然のこととはいえ、運営委員さんの労力を思うと残念な気持ちでいっぱいです。
　今年も例年通り、1日目はお昼から夕方までの半日、2日目は朝から夕方までの1日
の時間を使って、会場に来られる皆さんに満足して帰ってもらえるように多彩な催しも
のを企画されました。2日目のメインは、元サッカー日本代表の北澤豪氏を迎えて「み
んなで話そう！ＨＩＶ/エイズのこと」でした。その他には現役ＡＶ男優による講演やＨＩＶ
抗体即日検査等があり、私も楽しみにしていたのですが「来年には……」と、気持ちを
切り替えた次第です。
　しかしながら、初日半日だけとはいえ、14の講義に15の展示ブースは例年以上に充
実した内容で、来場された皆さんも講義を聞き終えると満足そうにお友達やスタッフと
話しを交わされていたのが印象的でした。今回の来場者は延べ350名ほどだったと聞
いています。
　受付を担当した私は、講演者の著書販売と来場者への会場案内のみが今回の仕事
でした。多忙な中、受付の応援に来て下さったトップスメンバー及び他クラブのメンバー
さんに感謝すると共に、次回のフォーラムでも協力の程、宜しくお願い致します。ちなみ
に来年の会場は、伏見の龍谷大学です。
　何にしても、エイズにはなりたくないですね？　お互い気をつけましょう！
　コンドームも有りますよ。希望される方は私まで連絡を！！！

日時：
場所： 船木順司Y's

日時：
場所： 乙坂優次Y's

　10月10日水曜日19時、司会者　山下大輔ワイズの発声により通常例会開会。
本田正人会長の開会点鐘、ワイズソング、続いてゲスト紹介、５人のメンバーゲスト、西日本区より遠藤通寛理
事、人見晃弘Yｻ主任、ゼロクラブより佐古田正美ワイズ、そして、本日のゲストスピーカー辻森英一様。多くのゲ
ストを迎え10月例会が始まりました。
　通常通り、本田会長の開会挨拶会、重ねる度に流ちょうに、遠藤理事、佐古田ワイズの100人例会お誘いアピー
ル・・気合満点でしたね！三役委員会報告、一連の流れが終了し、食前感謝、食事の時間が参りました。皆さん近
況報告や雑談で明るい雰囲気の中、美味しい食事を頂きました。
　食事の後メインプログラムであるゲストスピーカー、辻森英一様の講演です。
株式会社ライフメトリクス代表取締役、大手都市銀行での経験を活かし法人のコンサルティングを生業とされてい
る金融のプロフェショナルです。
　今回の講演内容は金融機関と我々が対峙する際に必要な心構えや金融機関が我々の第一印象を捉える所を
分かりやすく解説頂きました。なるほ、どなるほど、柔和な顔立ちでやさしい口調、プロとはこういう方なんだと思い
知りました。自分自身の気難しい顔と強い口調を反省するばかり、まだまだ未熟です。例会ではこの様な多種多
様なスピーカーを招き自身では感じ得ない話をお聞きする事が出来る事に感謝いたします。講演終了後、HB、
HA、スマイルと続き本田会長の閉会点鐘で幕を閉じました。この日この場所に多くの仲間たちと集い有意義な時
間を過ごせました事を心より感謝いたします。Y’sly



2018年10月10日
瀬田ゴルフコース

2018年10月13日
ぐんぐんハウス

（木） EMC経営塾第6弾 （土） 富士山部部会
（土） YMCA学園交流会 （月） ロビーコンサート
（日） ユーススポーツ大会 （土） クリスマスファミリー例会

聖嬰会まつり （水） 役員会
（日） ワイズデー
（水） テーブルマナー例会
（日） リトセンオータムフェスタ
（水） 役員会

日時：
場所： 小林郁佳Y's

日時：

　皆さんこにちは、出口電気の出口です。最近寒暖の差が激し書く体調など
は崩されてませんか？？
　さて、今回のファンドゴルフコンペですが、僕にとっては春のコンペ以来で
練習もせずぶっつけで挑みました…結果は�練習しないといけないなぁ～
と改めて思いました。気心の知れたTOPSめんばーとのラウンドはやっぱり
楽しいですね～
　他の行事に中々参加出来てませんがT頭塾、塾生として少しでも色々貢
献出来る様に頑張りますので今後も宜しくお願い致します。

　皆さんこんにちは、  小林です。
本田会長をはじめ宮尾孫メットを含め10名の参加者で
汗ばむ程の天候に恵まれ 焼き芋売れるかなぁ？と心配
してましたが乙坂さんの美味しい焼き芋どうですか〜？
の掛け声に 来客人数が少ない中、無事6箱30キロを販
売しました。
　テーブルを焦がしてしまったので　来年は防炎対策を
充分にしないと！と反省しました。
　皆さん暑い中 お疲れ様でした。
参加者：本田会長・清水CS委員長・乙坂Y's・船木Y's・宮
尾Y's・宮尾孫メット・廣田Y's・倉Y's・河合Y's・小林Y's

11月 1日 12月 1日

4日

場所： 出口晋吾Y's

3日

28日

26日
11日
14日

17日
22日

18日



□趣味
　ゴルフ、釣り、旅行

□好きな言葉・座右の銘
　打つ手は無限

□仕事の内容
　結婚式場の運営及び写真撮影業全
般

□私の性格を一言で言うと
　我慢強い　飽き性

□クラブについて一言
　TPOSクラブメンバー全員が熱く
なれる一丸となれる大きな事業を
やりたいですね。

髙坂訓Y's

2.YMCA・YWCA合同祈祷週集会　日野原重明さんからのファイナルギフト ～ユースエンパワメントに向けて～ 
今年の合同祈祷集会のテーマは「ユースエンパワメント」です。今回、日野原重明さんが遺したメッセージを、医師
として、人として継いでおられる川越厚さん（医療法人社団パリアン理事長）をお招きして伺います。
　ぜひ、この機会に日野原先生の「ファイナルメッセージ」に耳を傾けてみませんか。　

日　　時：　11月16日（金）19:00～21:00
場　　所：　京都YWCA（京都市上京区室町通出水上ル近衛町44）
参 加 費：　500円（茶菓付）※学生は無料です。
申込締切：　11月9日（金）
お問合せ・お申込み：　京都YMCAまたは京都YWCAまで、電話、メールまたはFAXにてお申し込みください。
京都YMCA　（TEL）075-231-4388／（E-mail）kyoto@ymcajapan.org
京都YWCA　（TEL）075-431-0351／（E-mail）office@kyoto.ywca.or.jp

□趣味
　TV等にてのスポーツ観戦、
肉料理、バーベキュー等

□好きな言葉・座右の銘
　感謝の心が笑顔を造り　笑
顔こそ人の心を和らげる

□仕事の内容
　有限会社河原造園　個人庭園　
設計・施工・管理　公共工事等

□私の性格を一言で言うと
　やる時はやる、やらない時はや
らない（極端です）

□クラブについて一言
　3年後には70名を超えるクラブづく
り10年後には100名を達成
　出来る世界一のクラブへの飛躍、
若いメンバーさんに期待していま
す。

河原正浩Y's

1.オータムフェスタ
毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載で
す。ぜひご参加ください。
　
　日　　時：　11月18日（日）　11:00～15:00
　場　　所：　京都YMCAリトリートセンター
　参 加 費：　（大人（中学生以上））2,000円／（小学生）1,000円／（幼　児）無料
　　　　　　　※京都駅、JR宇治駅、京阪宇治駅より無料送迎バスあり。
　　　　　　　（要事前申込（11月10日（土）締切））
　お申込み・お問合せ：　京都YMCAリトリートセンター事務局
　　（TEL）075-255-4709（当日のみ：0774-24-3838）
　　（E-mail）retreat@kyotoymca.org

3.スキーキャンプ・ウインタープログラム 募集
　（会員・会友）Web受付   10月22日（月）～
　（会員・会友）Web受付 　10月26日（金）～
　（会員・一般）電話受付　11月1日（木）～
　お申込み・お問合せ： 京都YMCAウエルネスセンター（TEL）075-255-4709
　    詳しくは予約専用サイトe-YMCAをご覧ください。
    https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index


