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躍動するトップスクラブ
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メンバー数 （広義会員3名含む） 名

特別メネット 名 現金 円 11 月 円 11 月現金 円 11 月 ｃｃ
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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

12月号

Kyoto Tops 第25巻

第6号

通巻293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：

例　　会　　出　　席 BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

見よ、わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいるのである

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。

ブリテン広報委員長を拝命して

ブリテン広報委員長　加藤信一

　今期、本田正人会長の下でブリテン広報委員長を拝命しました加藤信一です。ブリテン広報委員
長は、何回もしているのと、毎年編集と印刷にかかわっているのでよくわかっています。メンバーの
皆さんにはブリテン広報委員会には多大なるご協力ありがとうございます。
　今期も去年に引きつづきシリーズ企画としては、メンバー紹介をさせていただいています。内容と
しては趣味、好きな言葉・座右の銘、仕事の内容、私の性格を一言で言うと、クラブについて一言の
５項目です。あと顔写真を載せるのでお気に入りの顔写真があればメールで送っていただければそ
れを採用させていただきます。
　ブリテン広報委員会で問題があるとすれば、メンバーの皆さんに原稿の依頼をして、原稿を回収
することが一番大変です。期日までになかなかもらえない時があります。もらえなければ催促の連
絡をしたりして原稿をもらうようにし、ぎりぎりまで待ちます。あとは例会以外の行事等の写真が欲し
いときは、参加される方にお願いをしていましたが、この頃はLINEやFacebookにUPされることが多
いのでそこからダウンロードして使用するようにしています。
　あと半期の残っていますが、メンバーの皆さんに原稿依頼をさせていただきますが、嫌がらず引き
受けていただき、期日までにお送りいただければ幸いです。京都トップスクラブのホームページ及び
グルスケの活用もよろしくお願いいたします。
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EMC-E・YES
“Ｙ’s Ｍen’s Ｗindows １００（→２０２２）”２０２２年のワイズ１００周年までに、全ての部において
エクステンションに挑戦して、１００クラブ＋２０２２名を実現しましょう！（Ｅ）ＹＥＳ献金はエクステ
ンションを支援するためのものです。（ＹＥＳ）

2,000

1

84 0 69,000



2018年11月14日
ウェスティン都ホテル京都

2018年11月4日
おおい町総合運動公園場所： 的場幸生Y's

　皆さん、お疲れ様です。
　今期YMCAサービス・ユース事業委員長を務めます的場です。
　2018年11月4日（日）福井県おおい町総合運動公園大体育館にてユーススポーツ大会（バスケットボール・きず
なカップ2018）が開催されました。
　今年で5回目となる今大会は男子4チーム、女子4チームの総当たりリーグ戦となっておりどのチームも元気いっ
ぱい試合に臨んでおり、活気の溢れる真剣勝負が随所で見ることができ応援する私たちの声も思わず大きくなっ
てしまいました。
　また、今回　生まれて初めて開会式の挨拶をさせて頂きました。大人の人とは一味違うたくさんの子供たちの真
面目な目を前にとんでもなく緊張して寒い気候のはずが汗だくになっていました。
　京都YMCAチームの成績は・・・4位と残念でしたが、子供たちの一生懸命なプレーに感動し少し心がきれいに
なった気がしました。
　少し遠い場所でしたが参加できて良かったと思いました。
　これからも色々な事業が続きますが、メンバーの皆さん参加のご協力をよろしくお願いいたします。

　定刻、１１月１４日（水曜日）１９時本田会長の点鐘により、テーブルマナー例会が開催されました。司会は私岡
本が、担当させて頂きました。
　今年度、高校をご卒業される聖嬰会の北村竜馬様、矢野雪衣様をはじめ６名のゲストの皆さんにご参加頂きま
した。この例会の企画は、前期CS委員長的場ワイズが、聖嬰会の皆さんに何かお役に立てることは無いかと発案
され、本田会長期に是非やろうということで実現されました。
　今回は、京都ウエスティン都ホテルの川筋キャプテンに講師をしていただき、映像を使用しながら、すごくわかり
やすく教えて頂き、基礎から学ぶことができ大変有意義でした。講義内容は、洋食を頂く作法の変遷。乾杯の仕
方。ナプキンの使い方。スープ、サラダの食べ方。スマートなフォークナイフの使い方。お魚、お肉の食べ方。など
詳細に伝授していただきました。
　私の作法は、ワイズの例会・結婚式・各種パーティーなどで洋食を頂いておりますが、これまで繋ぎ合わせの知
識で自己流です。膝に掛けるナプキンですが、いつも適当していました。今回初めて、正式なかけ方を知ったほど
です。超一流のホテルでテーブルマナーをわかりやすくまたリラックスした雰囲気の中で基礎から学ぶことが出来
本当に感謝申し上げます。
　もし機会があれば、またお話をお聞きしたいと思いました。本田会長情報によると、和食編もあるそうです。
　トップスメンバーからは、すごく良い企画で勉強になったと数多くの声を耳にしました。聖嬰会の皆さんをはじめ、
ゲストの　皆様にも、今後ここで学んだ事を別の機会にお役に立てて頂ければ幸いに存じます。
　素晴らしい！例会だったと思います。ありがとうございました。
　本日は、クリスマス例会です。皆さんで多いに盛り上げましょう！！

日時：
場所： 岡本昭義Y's

日時：



2018年11月3日
ウェスティン都ホテル京都

2018年11月1日
京都YMCA

（土） 富士山部部会 （水） 新年例会
（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 （水） 半期総会例会
（水） 役員会 （水） 役員会

　１１月１日にトップス経営塾第六弾が三条YMCAで開催され出席しました。
　今回はトップスクラブで最も長い会歴の新山YSが若くしてワイズと出会いその中で様々な人々との出会いを通
じ、事業の多角化に成功し、大きく人生を変えられたリアルな体験談を聞く事ができました。
　特に印象に残ったのは松下幸之助さんの話の引用ですが、「頭の良い人間に仕事を頼むか」「熱心な人間に仕
事を頼むか」では、どちらがよいか？“熱心な人間に頼むが正解”というお話でした。もちろん話自体に感心したの
ですが、それ以上にこの話を紹介された新山YSが普段より実践されていると感じた事にグッとくるものがありまし
た。
　経営塾の講師をされるに当たっての準備もそうですし、当日体調がすぐれない中で手を抜くことなく、熱心に講演
される姿は見習わないと思いました。
　講師新山YS、準備に携わった牧野委員長、EMC委員さん、ありがとうございました。

場所： 東田吉未Y's

日時：
場所： 巴山直久Y's

日時：

　11月3日ウェスティン都瑞穂の間にてキャピタルクラブ35周年記念例会が沢山の参加者の中で行われました。1
部は式典、2部は岡本尚男Y’sMCでの尚男の部屋。岡本Y’sが映像で出演し過去・現在・未来のキャピタルについ
ての問いかけを会場にいるメンバーが答えるという不思議なスタイル。ご高齢の岡本Y’s、体調を崩されたのかな
～と思っておりましたが最後、元気なお姿で登場されたので演出だと分かり安堵いたしました。内容もやはりキャ
ピタルらしく少し硬い雰囲気でその中にも茶目っ気もありという感じでした。そして、場が一挙に和む第3部。今まで
の定石では、応援団・チアリーディング・和太鼓などがありましたが私達の想像の向うから飛んできたような明徳
高校ダンス部によるヒップホップダンスでした。若い息吹が迸るような元気がいっぱいで皆さんがニコニコしなが
踊っている姿に私達の気持ちもほぐれて行きました。全体を通し、当日まで漕ぎ着けたメンバーの努力がおもてな
しの心に見事に反映されてい良い例会でした。基本を大切にし焦らず積み上げて行く、そして決して流されない不
動のキャピタルのカラーは更に大きな足音に代わりそうな感じがいたしました。

22日 16日
29日

12月 1日 1月 9日
17日 14日

26日



□趣味
　草野球

□好きな言葉・座右の銘
　一生懸命

□仕事の内容
　整骨業

□私の性格を一言で言うと
　単純

□クラブについて一言
　いつもありがとうございます。

谷真人Y's

渡部美代子Y's

□趣味
　ギターと早朝ジョッギング（今
宮神社まで往復）

□好きな言葉・座右の銘
　ありがとう

□仕事の内容
　税理士　法人の決算・申告　税務相
談、個人の相続税の相談、申告

□私の性格を一言で言うと
　マイペース

□クラブについて一言
　トップスに入って良かった。

□その他
　トップスのメンバーは全員、私に
とって宝物です。

廣田隆治Y's

□趣味
　日本画　社交ダンス

□好きな言葉・座右の銘
　努力なくして成果なし

□仕事の内容
　主婦
　
□私の性格を一言で言うと
　陽気だけど、淋しがりや

□クラブについて一言
　メンバーとして誇りを持って活動出
来る会（クラブ）であってほしい。

１．市民クリスマス
京都YMCAでは、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。
ご家族、お友達で是非ご参加ください。
日　時：　12月14日(金)（※時間、場所は予定）
聖母学院中学・高等学校ハンドベルコンサート18：30～19：00
　　　　　礼拝  19:20～19:50
　　　　　キャロリング 20:00～21:00
場　所：　三条本館および三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング
礼拝・奨励： 柳井　一朗　牧師（日本キリスト教団洛西教会）

２．クリスマス ロビーコンサート
日　時：　12月12日（水）19：00～20：00（時間確認中）
     　　Dusk to dawn ザ.クリスマスソング～なつかしのポップス～
　　　　　12月13日（木）19：30～20：30　Vocal unit JOY ゴスペルコンサート
場　所：　京都YMCA 1階ロビーステージ

３．スキーキャンプ・ウインタープログラム 申込受付中
　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


