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田頭邦彦Y's　選 巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久

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

ローマの信徒への手紙　13章8節 

メンバー数 （広義会員1名含む） 名

特別メネット 名 現金 円 2 月 円 2 月現金 円 2 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

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of 
10ｔｈ.July1994

3月号3月号3月号3月号

Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻

第9号

アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題 ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movement

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ
書書書書 記記記記 ：：：：

Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club 

Heart to HeartHeart to HeartHeart to HeartHeart to Heart
【【【【心心心心とととと心心心心でででで繋繋繋繋げるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽの輪輪輪輪！】！】！】！】

通巻284号

山下大輔会長主題山下大輔会長主題山下大輔会長主題山下大輔会長主題：：：：

会会会会 長長長長 ：：：：

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders
副副副副会会会会長長長長：：：：

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 “All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck” 会会会会 計計計計 ：：：：

互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、

律法を全うしているのです。

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。

入会入会入会入会するするするする頃頃頃頃からからからから現在現在現在現在までまでまでまで

鹿取俊志ファンド事業委員長鹿取俊志ファンド事業委員長鹿取俊志ファンド事業委員長鹿取俊志ファンド事業委員長

　なんやかんやでトップスクラブに入会して約6年になるかと思います。入会のきっかけ年は少し離れているのですが

元々地元も同じで公私ともにお世話になっている安田Ysの紹介です。牧野期のクリスマス例会にて入会しました。出口

Ysと今西Ysが同じ日に入会した事はもー誰も覚えてないぐらいかと思います。人前で話すのは小学生以来とかで入会

の挨拶はとても緊張して何を言ったか全然覚えていません。

　初めてゲストで行かせてもらったのが納涼例会でその時は上七軒の歌舞練場のビアガーデンでした。芸子さんなども

いてすごく派手な感じですごく握手求められてすごく話しかけられて中々緊張して、何の集まりなん！？っていうのが一

番思った感想だったと思います。その頃はYsのような社長の集まり的な会の存在も知らず縁もなかったのですとりあえ

ずどんなもんか興味はあったので入会する事にしました。どちらかと言うとシャイボーイなので知らないメンバーに積極

的に話しかけたりなどはあまりしませんでしたがスーツでのホテルでの例会や委員会、異業種のメンバーとの交流、そ

れまではその様な機会が無かったので新鮮な感じでした。

　初めは例のごとくEMC委員会に配属になりみんなが話している事の意味はまー訳わからん感じですが飲みに行って

遊びに行っているといった雰囲気でした。EMC委員を2期、ドライバー委員を1期か2期やってドライバー委員長、今期の

ファンド委員長をさせてもらっています。途中、例会や委員会に参加する事が億劫な時期も有りましたが今はまーまー

それなりには参加しています。書類の作成や人との交流などクラブでの活動が仕事や生活に生かされていると思う事

が少しずつ増えてきています。

　また役をする事によってメンバーと仲良くなり繋がりが深まっているなとも感じます。仕事を1人のやっている為、すごく

負担に感じる事も多々ありますがまーしゃーないなという所で出来る限り粗相のない感じでがんばっています。

　今現在クラブに参加していいなと思った所の1番はメンバーとの関係です。気を使わなあかん所はもちろん人としてあ

るのですが、基本上下や利益関係なく平等に付き合えるからです。またそうする様になるべく心掛けています。月に一

回は少なくても合うのですからまーまーな友達関係以上やと思います。だんだんと古くからの友達や知り合いの様に接

する事が出来る方が増えてきているかなと勝手に思っています。

　後は色んな人も見ますし、話しますし、自分色んな意味で活かせる事があります。また何かあれば聞いたり、頼んだ

り、頼ったりも出来るかなと思います。嫌な所は仕方がないのですか基本性格がめんどくさがりなのでやらなあかん所

や参加する所が億劫にになる事はあります。

　今は役を頂いているので責任感の方が勝っている感じでがんばっています。

　これかもクラブを楽しめるようにして行きたいと思います。
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2018年2月14日

京都YMCA

2018年2月12日

京都YMCA

2018年2月22日

ウェスティン都ホテル京都

2018年2月25日

しょうざん

日時：

場所： Y'sY'sY'sY's

日時：

場所： 谷真人Y's谷真人Y's谷真人Y's谷真人Y's

日時：

場所： 山田誠連絡主事山田誠連絡主事山田誠連絡主事山田誠連絡主事

　千賀修Ysが、PTAのお話を聞かせて頂き、教育現場で起こっている事や、保護

者、教師、子供達の進むべきお話を聞かせて頂き少しでもお手伝い出来る様にして

行きたいと感じました。

　ブランディングの説明では、YMCAの活動内容を聞かせて頂き、知らない事ばかり

でしたが少し了解出来たと思います。

みつかる、つながる、よくなっていく。

心に残りました。

日時：

　童夢創設１５周年記念大会に東は静岡、

西は岡山県から２４チームに集まっていた

だき応援も含めると総勢７００名の大会に

なり熱戦が繰り広げられました。優勝は兵

庫県から参加のガッツクラブです。童夢は

残念ながら決勝トーナメント１回戦の敗退

でしたが、また今年１年たくさんのチーム

に支えられたチームと交流ができた記念

の大会になりました。

　本日は毎月1度の役員会に出席しました。役員会では、承認事項4件が有

り全てが承認されました。役員会風景としまして各委員会からの議題に添っ

て議論し役員、監事からのアドバイス、指摘が有ります。まさに大企業の会

議のようです。(私は、大企業に勤めた事は無いですけどそんな感じです

(笑))例会とは、一味違う緊張感❗まだ委員長になられてないメンバーさんも

一度役員会に参加してくたさい。クラブライフの楽しさが有りますょ❗

場所： 安田雄策Y's安田雄策Y's安田雄策Y's安田雄策Y's



サッカー大会サッカー大会サッカー大会サッカー大会 （金）（金）（金）（金） ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会

次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

（日）（日）（日）（日） 卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会 （水）（水）（水）（水） お花見例会お花見例会お花見例会お花見例会

全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会 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

（水）（水）（水）（水） CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会

□趣味

　マラソンと禁煙

□好きな言葉・座右の銘

　諸悪の根源は己にあり

□仕事の内容

　消化設備のメンテナンス

□私の性格を一言で言うと

　普通　　真面目

□クラブについて一言

　いろんな経験をさせてもらって楽し

ましてもらってます。

□その他

今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

□趣味

　今年は、キャンプを始めるぞ

(笑)

□好きな言葉・座右の銘

　コツコツ真面目に

□仕事の内容

　自動車の販売・修理

　販売がメイン

□私の性格を一言で言うと

　真面目

□クラブについて一言

　5年目でやっと楽しく・面白くなって

きました。

□その他

鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's鹿取俊志Y's

□趣味

　映画鑑賞

□好きな言葉・座右の銘

　夢は叶えてこそ夢

□仕事の内容

　写真撮影業

□私の性格を一言で言うと

　気弱な　ざっくばらん

□クラブについて一言

　誰もが自然体で楽しめるクラブ

であればよいと思います。

□その他

　次々期会長というポストを皆様に

承認して頂き、お受けさせて頂くこと

になりました。自分らしさとTOPSらし

さを出していきたいと思いますので

ご協力の程、よろしくお願い致しま

す。

八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's

□趣味

　スポーツ観戦

□好きな言葉・座右の銘

　仁義・絆

□仕事の内容

　旅行代理業

□私の性格を一言で言うと

　優柔不断

□クラブについて一言

　最優秀クラブ賞　GETしょう！

□その他

石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's石飛七夫Y's

26日26日26日26日

11日11日11日11日

14日14日14日14日

4月4月4月4月

7～8日7～8日7～8日7～8日

17～18日17～18日17～18日17～18日

23日23日23日23日

29日29日29日29日

4日4日4日4日

3月3月3月3月 3～4日3～4日3～4日3～4日

10～11日10～11日10～11日10～11日

JWF

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金を

お願いします！



2018年1月28日

エクシブ八瀬

2018年2月3日

ANAクラウンプラザホテル京都

１．三条本館施設改修工事進捗状況だより

三条本館の耐震補強工事、保育園設置工事の内、耐震補強工事は完了していますが、引き続き２階に開設する

保育所の保育室、事務室などの内装工事がおこなわれています。２階の工事に関連して１階のロビーも工事範囲

にありますが、３月下旬に完成します。

◆ワイズメンズクラブ宛ての書類等のトレーキャビネットが、三条本館１階事務所に移動しています。

事務所の入口は、エレベーター前です。

 ◆会館の出入口が一部変更しています。変更箇所は三条通側の会館壁面に掲示しています。

２．第２９回全国車いす駅伝競走大会

　宝ヶ池国際会館前を出発、西京極競技場までの２１．３Ｋｍを５つの区間に分けて駅伝を行います。ワイズメンズ

クラブのボランティアが、各中継所及び西京極競技場での選手の介助を行います。

日　　時　　３月１１日（日）午前８時 ～ 午後２時（雨天決行）

場　　所　　（集合）宝ヶ池グランドプリンスホテル１階ロビー

　　 （解散）西京極競技場

　主　　催　　全国車いす駅伝競走大会実行委員会

３．第５回The Y cup京都ミニバスケットボール大会

　今年で５回目になるThe Y cup京都ミニバスケットボール大会を下記の日程で開催します。ぜひ応援にお越しくだ

さい。

日　　時　　３月１７日（土）１８日（日）　午前８時３０分 ～ 午後５時まで

会　　場　　京都市横大路運動公園体育館

４．第１５回京都YMCA発達障がい児理解セミナー　「子どもの“育ち”を共に喜ぶ環境づくり」

　特性のある子どもたちが抱える生きにくさや課題について、市民の方々が理解を深め、子ども達が健やかに成

長できる社会作りを考えるセミナーです。

日　　時　　３月２１日（水・祝）午前９時３０分 ～ 午後１２時３０分

会　　場　　京都YMCA三条本館マナホール

参 加 費　　１，５００円

内　　容　　①基調講演　宮﨑 義博 氏

　　　　　　　「感覚統合の視点を取り入れて“育ち”を応援する」

　　　　　　②対談講演　宮﨑 義博 氏＆小谷 裕実 氏

　　　　　　　「特別なニーズの子ども達の“育ち”を応援する環境とは？」

場所：

日時：

場所：

日時：


