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メンバー数 （広義会員1名含む） 名
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会会会会 計計計計 ：：：：

何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。

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。

「「「「半期半期半期半期をををを振振振振りりりり返返返返りりりり」」」」

書記　河合博之書記　河合博之書記　河合博之書記　河合博之
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ワイズデーをPRして、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！そ

して、EMCやクラブ活性化に繋げましょう！
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Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻
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Heart to HeartHeart to HeartHeart to HeartHeart to Heart
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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 ：：：：

　今期、書記兼直前会長の河合です。今年の7月にスタートした山下会長期も早６か月が経過し平成29年も年の

瀬が迫っています。私は仕事にクラブにあっという間の１年間で昨年の会長期が遠い昔のように思われます。

　さて今期、山下会長は会長主題を「Heart　To　Heart」～心と心で繋げるトップスの輪！～と題して、８月の琵琶

湖湖畔でのファミリーBBQ例会を皮きりに、北京都フロンティアクラブとの合同ゴルフコンペ、メンバー満足度向上

ディスカッション例会、などメンバーの繋がりを重要視されており、恒例のワーク等には期初に作成した青いポロ

シャツをメンバーが着用しての事業参加（稀に会長が来ていない場合もありますが・・・笑）など着実にクラブの一

体感が高揚してきているのではないでしょうか？年明けにはEMC親睦カニツアー（2月4日・5日）など家族で楽しめ

る企画も首を長くしてまっておりますので皆さんの積極的な参加をお待ちしております！

　昨年度、私は皆さんのご協力で、西日本区大会（＠熊本）で登壇・表彰という最高の舞台を用意していただけま

した。また今期、山下会長は高坂会長期で成し遂げた「最優秀クラブ賞」受賞を目標に掲げておられます！あの感

動を再び！！！

　その為には半期が経過した今、もう一度期初の計画を見つめ直し、出来ているもの出来ていないものを真摯に

受け止めなければなりません。掛け声で終わらせず、有言実行とするためにも、メンバーと一緒にもう一段、京都

トップスクラブの階段を上がりましょう！
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副副副副会会会会長長長長：：：：
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2017年11月8日

ウェスティン都ホテル京都

2017年11月4日

聖嬰会

2017年11月4日

福井県おおい町総合運動公園体育館

日時：

場所： 的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's

日時：

　今期CS委員長を担当しております、的場です。

　11月4日（土）に開催されました聖嬰会祭りに参加させて頂きました。委員長という身分でありながら初参加という

不甲斐ない僕ですが・・・

　今回参加させて頂き、たくさんのボランティアの方々や地域の子供たち、そして施設の子供たちと楽しい時間を

過ごす事ができました。

　なにより、TOPSメンバーのたくさんの参加協力を肌身に感じ「委員長って大変やけど、ええモンやなあ」と心の底

から思えた一日でした。

　まだまだ、事業は続きますが今後もご協力をよろしくお願い致します。

日時：

場所： 本田恭平Y's本田恭平Y's本田恭平Y's本田恭平Y's

場所： 東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's東剛士Y's

　バスケ大会が11/4（土）に福井県おおい町総合運動公園体育館にて9：00～17：00で開催されました。

　当日朝から参加は、乙坂ワイズ・本田ワイズ・東の3名、午後から参加は、舞田ワイズ・牧野ワイズ・山下会長・

山下メネット・コメットでした。

　YMCAチームは男子の部の3位でした。

　11月の例会では、初のテーブルディスカッションを行いました。

　さまざまな視点から意見が出て、トップスの良さや、これからのトップスの形を見れてたいへんいい例会になった

んではないでしょうか。

　山下会長の「トップスへの思い」があったのではないでしょうか？みなさん（自分自身も）今後も山下会長の思い

に少しでも答えられるよう頑張っていきましょう‼



2017年11月5日

ウッディパル余呉

2017年11月19日

京都YMCAリトリートセンター

（金）（金）（金）（金） 市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス市民クリスマス （水）（水）（水）（水） 新年例会新年例会新年例会新年例会

（土）（土）（土）（土） クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会クリスマス例会 （水）（水）（水）（水） 半期総会例会半期総会例会半期総会例会半期総会例会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

晴天な秋空のもと今年もやってきました

「オータムフェスタ！」紅葉に合わせ色とり

どりなカップ麺を準備し、とても有意義な一

日をメンバーと過ごせました。

お天気に恵まれたのが幸いでした。人と自

然に触れ合うのは、やはり良いもんです

ね！参加されたメンバーの方々お疲れ様

でした。

12月12月12月12月 1月1月1月1月

日時：

場所： 河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's河原正浩Y's

　11月5日（日）第22回びわこ部部会が、長浜市ウッディパル余呉にて開催され会長家族をはじめ11名の参加でし

た。午前中の催しものとしてはＳＬ＆バスで錦秋の湖北路巡りの開催（乙坂ご夫妻参加）第1部式典が13時より松

岡部長の開会宣言にて始まり挨拶の中では、びわこ部始まって以来参加者が240名を越えたと笑みを浮かべ報

告され、びわこ部役員さんの紹介等で1部が終了となり、第2部では今回目玉の近江牛＆マツタケのすき焼きで

す、ＴＯＰＳ席では乾杯前から本ちゃん指導の下肉を焼き出しＭ副会長は生で食べそうな勢いでおいしく頂き追加

があると思って食べる×2で肉追加を聞くと無いそうで・・・でした。気が付くとオールディーズの生演奏（松岡部長

はじめびわこ部メンバーさん）舞台周りでは恒例のダンスが所狭しと始まり＠間に楽しい時間がすぎ、お楽しみ抽

選では河合ＹＳが近江牛をＧＥＴされ部会終了、帰りは自然渋滞と事故が重なり3時間30分かかり無事帰宅（行は2

時間）ホテル慣れしている私にとっては、アウトドアもすごく楽しく感じられ良い参考になりました、参加されましたメ

ンバーさんお疲れ様でした。

　＊参加者：山下会長ご家族・乙坂ご夫妻・船木ＹＳ・加藤信ＹＳ・牧野ＹＳ・河合ＹＳ・本田正人ＹＳ・河原ＡＹＳ

15日15日15日15日 10日10日10日10日

16日16日16日16日 17日17日17日17日

21日21日21日21日 25日25日25日25日

日時：

場所： 本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's



2017年11月22日

ベアズパウジャパンカントリー

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

　秋晴れの中、中野ワイズ歓迎＆親睦ゴルフコンペが滋賀県のベアズパウジャパンカントリークラブにて総勢16名

参加（内ゲスト３名）で行われました。あちこちから笑い声がこだましてとても楽しく過ごせたと思われます。また、

表彰式を兼ねて京都ルーマプラザで大宴会！？秋も深まりましたが、更にクラブ内の親睦も深まったことでしょ

う！皆様お疲れさまでした。

３．第５回Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会　協賛広告お申込み受付中

Ｔｈｅ Ｙ ｃｕｐ京都ミニバスケットボール大会は皆様からの協賛広告料を基に運営され、得られた収益を経済的に困

難な子ども達が京都ＹＭＣＡのプログラムに参加するための支援金「子ども支援基金」に積み立てられます。バス

ケットボールに懸命に取り組む子ども達を応援することが、より多くの子ども達の豊かな成長を支えることに繋が

る支援です。ご協力お願いいたします。詳しくは、ＨＰ大会特設ページ（http://kyotoymca.or.jp/?p=5916）または

「協賛広告のおねがい」をご覧ください。

　

　お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡ本部仮事務所（京王京都三条ビル３階）

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

４．スキーキャンプ・ウインタープログラム お申込み受付中

　お申込み・お問合せ：　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

１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより

　１１月は地階から４階までの耐震補強鉄骨材を取り付ける準備工事が継続しておこなわれ、耐震壁増設の鉄筋

コンクリート打設工事は２階を除き、１１月末までに完了予定。また、５階プール天井貼り替え工事が完了し、プー

ル利用は再開しています。

　保育所設置工事は、来年１月から本格的な間仕切り工事に着手予定。１２月は地階、１階、３階、４階の解体さ

れた天井、壁の復旧作業と内装仕上げ工事及び、設備工事になります。２階の保育所工事を除き、１２月末まで

に作業完了予定。この期間は職人さんの出入りも多く、作業音が大きくなります。エレベーター工事は１２月中旬よ

り着手、１月下旬に完了予定。この期間昇降機は使用できませんので階段での通行となります。階段の通行につ

いて、詳細は館内掲示をいたしますのでご確認ください。

２．市民クリスマス・キャロリング

毎年行われている皆様とともにキリストの誕生を祝い、平和を祈るプログラムです。今年は、ハンドベルコンサート

を合わせて開催します。ぜひご参加ください。

　

　日　　時：　１２月１５日（日）　午後６時半～８時半

　場　　所：　三条本館及びその周辺

　内　　容：　午後６時半～７時　ハンドベルコンサート

　　　　　　　　　　　　　　　　演奏：京都聖母学院中学・高等学校ハンドベル部

　　　　　　　午後７時～７時半　市民クリスマス礼拝（キャンドルサービス）

　　　　　　　　　　　　　　　　メッセージ：入 治彦 牧師（日本キリスト教団京都教会）

　　　　　　　午後７時４０分～８時半　クリスマスキャロリング（新京極・三条寺町界隈）

　お申込み・お問合せ：　京都ＹＭＣＡ本部仮事務所（京王京都三条ビル３階）

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


