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躍動するトップスクラブ

メンバー数 （広義会員4名含む） 名
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評価・計画
一年間を振り返りましょう。出来たこと出来なかったこと良かったところ悪かったとこ
ろがあります。次の年度の為に良い引継をしましょう。研修会での学びを生かしま
しょう。

例　　会　　出　　席 BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

　皆さん、こんばんわ～　この1年間、メンバーの皆さん、三役の皆さん、委員長の皆さん、お疲れ様でした。 そして、有難う御
座いました。会長主題として、The power of human  being　　交流を通じて、人間力を高めよう！と、いうテーマで、自分なりに、
この1年動いてきました。　振り帰ると、DBC先の、沼津クラブさんには、沼津クラブの渡邉美帆Y'sが、富士山部長をされてる事
で、富士山部会にも、メンバー数名で、出向き、富士山部の方々とも、交流を深め、また、その富士山部会で、我が京都部の
部長の川上Y'sが、ロールバックマラリアのアピールで、パンジョー片手に、蚊に扮して、アピールされてる姿に、是が非でも、
今期の献金で、ロールバックマラリア献金の西日本区トップは、トップスクラブで、獲得しよう！と、三役会、役員会で、コンセン
サスを取り、13万程の、献金をさせて頂き、見事、トップを取る事が出来てるかと思います(発表は、来週の西日本区大会で
は、はっきりしますが)この様な！取り組みも、交流を通じて、方針が決まったかと思いますので、外に、出向いて得られた取り
組みだったかと思います。
　また、会長期をスタートした時には、IBC締結に関しても、わたしの期で、道を付けて、八木期で、締結出来れば！と、思って
動いて行く予定が、西日本区理事の遠藤理事、西日本区国際交流主任の中井主任に、道を付けて頂き、最後は、新山Y's、河
合Y'sの力添えも加わり、八木期の、7月アジア大会で、締結出来る運びとなりました。　また、25周年実行委員長の巴山Y'sの
働きで、アジア大会にも、24名のメンバーで、行くことも出来、八木期ですが、私としては、本田期最後の交流の場として、仙台
にたくさんのメンバーと行ける事は、会長冥利につきる、嬉しく感謝の言葉以上に、幸せな、気分でさせて頂いています。
　本田期のはじめは、岡山方面の豪雨で、影山Y'sの実家が、大変な状況になるなど、暗い話題からスタートとなりましたが、
後半には、神谷Y'sの市会議員当選、的場Y'sの現代の名工受賞、そして、まだ、公には、出来ないかとは思いますが、新山Y's
の次期に於ける、次次期の理事輩出と言った、おめでたい事も、沢山、実現し、思いで深い1年に、なったかと思います。
　そして、最後に、EMC委員長の牧野Y'sと、メンバーの居場所を、どうやって、見つけて貰うのか？真剣に考え、メンバーが、
ゲストを呼んで、そのゲスト様が中心の例会の実施や、トップス経営塾を、経営の柱となる、人、物、金にスポットを当てて、外
部講師や、クラブ内からも、経験談も交えての、有意義な、講演が、出来たのではないか？と、思っています。
　最後に、会長期は、終わりますが、私と言う人間が、会長離れても、クラブに何が、出来るのか？何をして行けば、良いの
か？を、見つめ直し、トップスクラブの繁栄の為に、また、頑張って行きたいと思っています。
　皆さん、本当に、有難う御座いました。
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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：

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

「もし人が監督の職を望むなら、それは良い仕事を願うことである」とは正しい言葉である。さて、監督
は、非難のない人で、ひとりの妻の夫であり、自らを制し、慎み深く、礼儀正しく、旅人をもてなし、よく教
えることができ、
酒を好まず、乱暴でなく、寛容であって、人と争わず、金に淡泊で、自分の家をよく治め、謹厳であって、
子供たちを従順な者に育てている人でなければならない。自分の家を治めることも心得ていない人が、
どうして神の教会を預かることができようか。

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。

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.

1年間有難う御座いました。
第２５期会長　本田正人



2019年5月8日
ウェスティン都ホテル京都

2019年5月１８～20日
台中

　令和元年（2019年）５月18日～5月20日、本田会長、新山ｙｓ、河合の3名でIBC締結に向けて台中エバーナイスク
ラブへ訪問。初日の夕食はクラブメンバーさんが経営する日本料理店で熱烈歓迎第1弾、翌日はクラブメンバーさ
んの別荘でランチ例会で熱烈歓迎第2弾、台中名産ウッドクラフトのラッキーアイテムを頂戴し、その後2020-2021
台湾区理事Frank Tsai（蔡）さんの大豪邸（地上6階建、地下にはカラオケルーム、中庭には水が流れる壁、ホテル
並みのゲストルーム等）でIBC締結に向けて協議。台湾の方は、金銭的なことよりもおもてなしの精神を重んじられ
ており双方のクラブサイズを考えると台中エバーナイスクラブに負担がかかるのではと心配しましたが、台中エ
バーナイスクラブさんの思いを受け入れることで無事にアジア太平洋地域大会でのIBC締結を行うことができて安
堵しております。まずは2019年7月アジア太平洋地域大会（＠仙台）、2020年6月台湾区大会（＠台湾）、2021年8
月アジア太平洋地域大会（＠台湾）、2022年6月西日本区大会での公式交流が決定しておりますのでワイズの醍
醐味！交流を楽しみましょう！
　追伸、新山ｙｓのポケトークが大活躍しましたので言葉の壁は感じませんよ！
　台中エバーナイスクラブとのIBCテーマは　“　International　Beer　Club　”です！

日時：
場所： 河合博之Y's

日時：
場所： 森田茂実Y's

　5月8日（水）ウエスティン都ホテルに於いて通常例会が開催されました。5名のゲストを迎え入会式・臨時総会・
講演（ゲストスピーカー）と多くのプログラムが展開されました。入会式はEMC委員会が執り行ない余田敏明君を
ワイズメンとして出席者全員の握手で迎えました。その後25周年事業の予算執行について臨時総会が実施されま
した。倉議長によるスムーズな議事進行で来期早々に実施される記念事業への予算執行が承認されました。（倉
議長お疲れ様でした。感謝！）委員会報告・食事の後今例会のメインのゲストスピーカーの矢部紀久雄氏による
講演「組織の中で管理者としてあるべき理想像（姿）とは」を拝聴し元自衛官教育隊隊長の体験談等々貴重な話を
伺い我々みんなが何かの組織に属して生きていることを改めて実感した例会でした。



2019年5月15日
鳳鳴カントリークラブ 

2019年5月19日
鴨川公園

2019年5月22日
メルパルク京都

　5月15日 水曜日 EMC&ファンドゴルフコンペが行われました。今回はフロンティアクラブさんとの合同で会長含め
９名に参加して頂きとても良い天気の中楽しく交流させて頂きました。
　参加者24名全員に景品があたり、参加賞にはクラブのロゴ&会長の顔がデザインされたゴマだれを頂きました。
河原ファンド委員長全ての手配ありがとうございました。また小林Ysからは１万円を協賛して頂き景品がとても豪
華になりました。会長にはいつもながらゴルフ場と組み合わせなど手配頂いています。そして参加者の皆様もあり
がとうございました。お疲れ様でした。

日時：
場所： 鹿取俊志Y's

日時：
場所： 寺内陽子Y's

日時：
場所：

　５月１９日、鴨川河川敷で、第１４回YMCAインターナショナルチャリティーランが開催されました。
昨年は開催されなかったので、２年ぶりの開催です。
　前回までは、各ワイズメンズクラブが出店をし、とても賑やかでしたが、規制が厳しくなり出店ができなくなりまし
た。綿菓子をしたり、カップラーメンが思いのほか大人気だったりと楽しかったのですが、残念です。
　大会には、今西ワイズ、清水ワイズと私寺内が、１０．５㎞のクオーターマラソンにエントリーしました。
　そして、的場委員長がクラブを代表して、運営に参加されました。YMCAの幟をもって、コース管理です。
暑すぎず、ほどよく風も吹いていて、天候に恵まれたおかげで、何とか完走できました。
　普段走りなれている今西ワイズには、早々に置いて行かれ、ゴールまで清水ワイズと私のデッドヒートでした。
　ダイエットダービーも終わり、スリムになったみなさん、来年は（開催されれば）一緒に走りましょう！！
　走り切った後のビールの美味しさは、格別ですよ。



（水） ぐんぐん焼肉交流会 （水） ぐんぐん焼肉交流会
（土） 引継ゴルフコンペ （土） 引継ゴルフコンペ

引継例会 引継例会
西日本区大会 西日本区大会

（水） 役員会 （水） 役員会
（木） 次期役員会 （木） 次期役員会

□趣味
　スポーツ観戦・スーパー銭湯

□好きな言葉・座右の銘
　挑戦・一生懸命

□仕事の内容
　幼児・小学生対象スポーツインス
トラクター

□私の性格を一言で言うと
　粘り強い

□クラブに付いて一言
　みんな元気ですね

□その他
　２０２０年４月で６０歳
　　　　第２の人生に向けて新たな挑
戦！

山田誠Y's

6月 2日 7月 2日
15日 15日

１．サマーキャンプ・サマープログラム受付
　今年も夏休み中の子ども達のためのキャンプとスイミング・体操のサマープログラムを実施します。
　会員の方のお申込期間は以下の通りです。ぜひご参加ください。
　お申込み期間：　（Web）6月4日（火）～
　　　　　　　　　（電話）6月11日（火）午前10時～
　お申込み先：　京都YMCAウエルネスセンター
　　　　　　　　　（Web）https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index　（Tel）075-255-4709

18～20日 18～20日
26日 26日
27日 27日

２．2019年度会員協議会
公益財団法人京都ＹＭＣＡ会員協議会を開催いたします。京都ＹＭＣＡ2018年度活動のふりかえり、2019年度の活動に知り、Ｙ
ＭＣＡ運動を広げていくための場です。詳細は後日ご案内いたします。ワイズメンズクラブ一年間の奉仕感謝のプログラムもご
ざいます。ご予定ください

日　　時：　6月28日（金）　午後7時～9時
場　　所：　京都YMCA三条本館　地階マナホール

３．ワイズメンズクラブ京都部メンバー専用メールアドレス（三条本館部屋予約な
ど）
ワイズメンズクラブ京都部メンバーが、三条本館部屋予約、ＹＭＣＡ関係の質問
問合せ用として、
ご利用ください。　メールアドレス ys@kyotoymca.org
部屋の予約は原則１ヶ月前までに、キャンセルの場合は分かった時点でこの
メールにてお願いします。
（1ヶ月を過ぎても、できる範囲で対応させていただきます。）

余田敏明Y's

　５月で入会させて頂く事となりました、余田敏明です。
　１９８３年生まれの３６歳、猪年の年男です。今年は色んな事にチャレンジしようと考えていた
ので、いいタイミングでTOPSワイズメンズクラブと出会えたと思います。
　趣味はサイクリング、スノボ、登山、スキューバダイビングなど取り敢えずかじる感じでやって
おります。（どれも中途半端ですが、、）
　仕事は、事務機器販売と新電力事業で費用ゼロ、リスクゼロで電気代削減を提案していま
す。
　ワイズメンズクラブの事は奉仕団体で堅苦しいのかなと思っていたのですが、想像していたク
ラブとは大分違いました！（もちろんいい意味で）　会社経営者の方々が多い中、私は普通の
会社員で恐縮していたのですが、皆さん気さくに話しかけてくれて非常に有難かったです。
　４月に初参加しました宇治のYMCAリトリートセンター夜桜フェスタでは参加者の方におしるこ
を提供するという未知の体験をさせてもらいました。
　これからはいろんなイベントに参加してみなさんと交流を深めて行きたいと思っていますので
どうぞよろしくお願い致します。


