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躍動するトップスクラブ
旧約聖書「蔵言」　11編2節から

メンバー数（広義会員3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 ｃｃ1,600
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京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

高慢には軽蔑が伴い、謙遜には知恵が伴う。

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。

2回目のファンド委員長なんです⁉

BF・EF・JWF・ファンド委員長　河原祥博　

例会出席　第1例会 第2例会

BF EF
国際組織であるワイズの一員として、一人一人がワイズの発展に貢献いたし
ましょう。

　本田期ファンド委員長を拝命致しましたBちゃん事、河原B祥博でございます！期首からトップスメン
バーの皆さまにはファンド委員会にご協力を賜わり誠に感謝申し上げます。
　さて私は東田期に初めてファンド委員長を拝命してからの2回目の委員長になります。初めてのファンド
委員長の頃は「初めてのおつかい！」みたいに無我夢中で毎月のファンド事業の事をこなす事で精一杯
で余裕も全く有りませんでした。しかしながら委員長をさせていただいてこのトップスクラブの事、メンバー
の皆さんの事、ワイズメンズクラブの事色々と分かりクラブを楽しめるようになりました。委員長の役目を
仰せつかり最初の頃の大変さも終わりになれば良い経験になった事思い出しました。
　さて、本田期2回目のファンド委員長です！ファンド事業の幹となる「ジャガイモファンド」のブランドを今
までの物から十勝ワイズメンズクラブの物に変更しませんか？と言う意向を本田会長から受け期首から
ファンド委員会で動きました。
　私の好きな言葉で「伝統と革新」があります。今までよりも美味しいジャガイモを提供したいと言う本田
会長の気持ちがこの言葉に通じるものを感じました。
　デリバリーまでにバタバタして、メンバーの皆様にご心配をお掛けしますが喜んで頂ける様ファンド委員
会一同頑張りますのでこれからの更なるファンド事業のご協力&ご支援をよろしくお願い致します。

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

10月号

Kyoto Tops 第25巻

第4号

通巻291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：



2018年8月8日
KOTOWA

2018年9月9日
グランドプリンスホテル京都

日時：
場所： 内海雅弘Y's

　９月９日（日）に行われた、第２３回京都部部会に出席してきました。
　さて、今年の京都部会は、川上部長のカラーを全面に出されたバンド演奏によるオープニングを始め、随所に音
楽をちりばめた京都部会となりました。
　第二部は、詳しい内容は割愛しますが、佐藤弘樹さんによるワンポイントイングリッシュは、とても好評でした。第
三部もゴスペルアカペラの元気いっぱいの歌、オリジナルソングの合唱などを皮切りに懇親会がスタートし、楽し
い一日を過ごすことが出来ました。
　懇親会のアピールタイムでは、良くも悪くもアピールされるクラブやグループの雰囲気がすごく伝わりますね。あ
るクラブさんは、そんなに面白くないギャグなのですが、全員で楽しそうにやりながらアピールされていました。面
白いなら出来ると思うのですが、面白くないのに楽しそうに出来ている事が微笑ましく、まぶしく印象的でした。
　トップスクラブもそんなクラブであるはずですし、ありつづけて欲しいなと思います。トップスクラブでは、京都部会
は例会扱いでありますので、基本的には出席義務があり。だからこそ登録費についてはクラブ会計から支出され
るそうです。お金や義務の問題ではなく、自然と１年に１回の京都部会をトップスクラブメンバーが楽しめる、そして
交流がはかれるものとなればいいなと思いました。

日時：
場所： 巴山直久Y's

　9月のゲストさん歓迎例会はスポンサーが呼ばれたゲストさん約30名を迎え、お酒ファンドの中、大変盛況で、い
つもの例会よりもあっという間に終わった感じがします。
　それもそのはず、ゲストさんの紹介から、大変楽しく自己紹介された方もいらして、その後、名刺交換を各テーブ
ルを回られ、また話しが盛り上がっていたように思われます。
　1人で3人ゲストさんを連れて来て頂いた河原y's、4人の河合y's、他のゲストさんも含めて、まだトップスにいない
業種、そしてキャラ(笑)の方も沢山いらっしゃって、この方達の何名かが、またメンバーさんになれば、よりトップス
クラブは楽しく、また且つ繁栄していく未来予想図が見えた、とても有意義な例会であったと思います。人と人との
繋がりって素晴らしいですね。



2018年9月2日
京都YMCAリトリートセンター

2018年9月14日
京都YMCA

（水） EMCファンド合同ゴルフコンペ （木） EMC経営塾第6弾
通常例会 （土） YMCA学園交流会

（日） 第3回秋のぐんぐん手づくり市 （日） ユーススポーツ大会
（日） ジャガイモ引き取り　丸新運輸 聖嬰会まつり
（水） YMCAチャリティーゴルフ （日） ワイズデー
（日） 国際協力募金 （水） テーブルマナー例会

玉ねぎ・安納芋・さつまいも引き取り （日） リトセンオータムフェスタ
（水） 役員会 （水） 役員会

28日
18日

31日 28日

10月 10日 11月

14日

13日

1日

21日

　９月２日リトセン秋期ワークに参加しました。今回はぐんぐんハ
ウスの職員さんが６名参加していただいてのワークになりまし
た。作業内容はいつもの所に加えて、キャビンを解体した後の廃
材運びでした。牧野さんが屋根の落ち葉を落としに上って作業を
していたのですが落ちないかヒヤヒヤでした。カレーもめずらしく
野菜カレーでおいしかったです。
　参加者：鹿取会計・鹿取コメット・的場Y’s・的場コメット・巴山Y’
s・巴山コメット・牧野Y’s・河原正浩Y’s・河原祥博Y’s・小林Y’s・
新山Y’s・廣田Y’s・森田Y’s・岡本Y’s・今西書記・ぐんぐんハウ
ス職員６名

24日 11日

日時：
場所： 今西宏樹Y's

日時：
場所：

3日
4日



□クラブについて一言
　この度実家倉敷市真備町の水害
に関しましてご心配と多くにご支援
頂き誠に有難う御座いました。復興
に向け前進して参ります。

□趣味
　ゴルフ・ボートフィッシング

□好きな言葉・座右の銘
　和気藹々・感謝

□仕事の内容
　マンション・住宅・店舗などの新
築・改修工事に伴う給排水衛生
設備工事

□私の性格を一言で言うと
　O型の大雑把かな？　でも仕事
は熱心！！

□クラブについて一言
　現在のクラブは大所帯になって活
気にあふれていて頼もしいですね。

□その他
　年々老いていきますが若々しいお
爺ちゃんを目指します！

1.認知症サポーター養成講座
　認知症は人ごとではありません。認知症は誰にもおこりうる脳の病気によるものです。
　認知症の人が記憶障害や認知症障害から不安に陥り、その結果まわりの人との関係が損なわれることもしばし
ば見られ、家族が疲れ切って共倒れしてしまうことも少なくありません。しかし、周囲の理解と気遣いがあれば穏や
かに暮らしていくことは可能です。
　この機会に、認知症について理解を深めてみませんか。ぜひご参加ください。

日　時：　10月12日（金）19:00～21:00
場　所：　京都YMCAマナホール
定　員：　60名（先着）
参加費：　無料　※受講者のみなさんには、「認知症サポーター」オレンジリングをお渡しします！
お申込み・お問合せ：　京都YMCA（TEL）075-231-4388

2. 中京区民ふれあいまつり　てびき体験ブース出展
　中京区ふれあいまつりに京都YMCAボランティアビューロー専門委員会がてびき体験ブースを出展します。視覚
障がい者の方をサポートする手引きについて、楽しく学んでみませんか。ぜひお立ち寄りください。

日　時：　10月28日（日）10:00～15:00
場　所：　中京中学校グラウンド（中京区西ノ京北聖町51／地下鉄二条駅徒歩すぐ）

宮尾勝己Y's

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。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。

日　時：　10月28日（日）集合解散　12:40～16:00
　　　　　　　　　　　　　募金活動実施時間　13:30～15:00（京都市内）
　　　　　　　　　　　　　12：40よりYMCAの国際協力事業について説明を行い、その後グループに分かれて
　　　　　　各募金場所に移動します。
場　所：　京都市内約10か所

影山敏夫Y's

□趣味
　ゴルフ、次男野球追っかけ

□好きな言葉・座右の銘
　大欲得清浄（自分を高め、人
の為になりたいという欲は、そ
の大きな力で人々を救うが故に
清いものとなる）

□仕事の内容
　ハウスメーカーとのコラボにて資金
計画（ライフプランニング）、生命保険
販売

□私の性格を一言で言うと
　典型的なＢ型　興味ないことには無
関心


