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躍動するトップスクラブ

ルカによる福音書・6章の27節

メンバー数 （広義会員3名含む） 名

特別メネット 名 現金 円 10 月 円 10 月現金 円 10 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 ｃｃ44,000 79,600 2,000

8

9

92 0

月
報
告

37 0

0

10
50

1 0

会 計 ：

人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい。
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。

初めての三役です！

書記　的場幸生

例　　会　　出　　席

西日本区主題 風となれ、ひかりとなれ 書 記 ：

こころ豊かにあるために、輝くために

会 長 ：

国 際 主 題 Building Today for a Better Tomorrow　（より良い明日のために今日を築く） 副会長：

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

11月号

Kyoto Tops 第26巻

第5号

通巻304号

真摯たれ！紳士たれ！！八木薫史会長主題：

京 都 部 主 題 限界を超えろ！　～Y's Power？No Limit！～

　皆さん、こんばんは。今期　三役の書記をなんとか務めさせております的場です。今期も5ヶ月が終わ
り、そろそろ半期総会の準備となりました。
　八木会長や相方の河原正浩Y'ｓに支えてもらいながら、迷惑をおかけしながら、なんとかここまでたどり
着く事が出来ました。本当に感謝感謝です！。
　また、今期はたくさんの方が入会され新しいメンバーさんとの新たな出会いにも感謝感激です！。自分
自身、トップスクラブに入会した頃は三役に任命されるなんて思ってもみなかったので、「入会して6年間
で少しは成長できているのかなぁ」とちょっとだけ自画自賛したりしています（笑）
　初めての三役会では、クラブの内情やクラブ方針がどの様に決まっていくのかなど、今まで知らなかっ
た事を色々と経験させて頂いております。役員会では、司会進行役など委員長とは違った立場での参加
となり、より一層　委員長さんの苦労などが感じられるようになりました。
　また、西日本区EMC事業主任　牧野Y'ｓ・京都部ＥＭＣ事業主査　山下Y'ｓ　ダブルEMCのお二人の縦
横無尽な活躍に頭が下がるばかりです。ダブルEMCのお二人と青山EMC委員長の企画されるＥＭＣ事
業は西日本区で一番充実していると自負しております！
　前期の本田期に最優秀クラブ賞を獲得し、今期のダブルEMCのお二人の活躍という良い流れを八木期
の後半戦に持続できるように、少しでもトップスクラブの推進力になれるように頑張っていきたいと思いま
すので、これからも皆さんのご協力をお願いいたします！！

PublicRelations
Wellness

ワイズデーを利用して、地域の人やマスメディアを巻き込んで社会的認知度を高めま
しょう！

BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

15,000 55,600 400

アジア太平洋主題 Action！　（アクション！）　　



2019年10月9日
ウェスティン都ホテル京都

2019年10月7日
フットサルスクエア京都南　ドリームコート

参加者：八木会長、河合Y's、河合コメット、加藤信Y's、加藤信コメット、寺内Y's、寺内コメット、余田Y's、森田Y's、清水Y's
山下Y'ｓ、山下メネット、山下コメット、巴山Y's、巴山メネット、巴山コメット、的場Y's、的場コメット、今西Y's

2019年10月26日
グランドプリンスホテル広島

参加者：牧野EMC事業主任（西日本区）、山下EMC主査(京都部）、新山Y's、小林Y's、河原正Y's、河原祥Y's、清水Y's

　１０月９日ウェスティン都ホテル京都で部長公式訪問例会が行われました。まず最初にフィリピン新クラブ　クラー
クワイズメンズクラブ　スポンサークラブ承認の臨時総会が行われました。船木ワイズ提唱の元、フィリピンに新ク
ラブ設立の活動を始めてから、凄いスピードで進んでいってるなぁと感じました。あの年齢であのバイタリティはど
こから出てくるのか、リスペクトしますし、見習わなければいけませんな。トップスクラブからでて一生懸命やってる
船木ワイズの為にも資金協力や活動支援はクラブをあげてするべきだと思いますし、自分も何か協力できること
があればしていきたいと思います。そして無事に議案も可決され、めでたしめでたし。その後、北川Yサ主査、吉田
PR委員長、島田京都部部長のスピーチが始まりました。やはりワイズデーのギネスチャレンジに力を入れている
みたいで、参加人数の面でトップスクラブに期待をしているようでした。三条会商店街に１０００人来たらどんななる
んだろう？

日時：
場所：

日時：
場所：

日時：
場所： 今西宏樹Y's



2019年10月19日
ぐんぐんハウス

2019年10月27日
三条会商店街

参加者：八木会長、牧野EMC事業主任（西日本区）、山下EMC主査(京都部）、山下メネット、山下コメット、森田Y's、神谷Y's
藤澤Y's、寺内Y's、寺内コメット、加藤信Y's、加藤信コメット、小林Y's,小林コメット、石田Y's、東田Y's、河原正Y's、河原祥Y's
船木Y's、谷端Y's、余田Y's、辻村Y's、植村Y's、倉Y's、巴山Y's、今西Y's、鹿取Y's、的場Y's、清水Y's、

　皆さんこんにちわ～！
　10月19日土曜日に毎年恒例の、ぐんぐんハウスさん秋祭りのお手伝いをしてきまし
た。
　例年は食べ物関係の出店で協力して来ましたが、今年はヨーヨー釣りでのお手伝い
となり、朝からヨーヨー膨らませながらいつもの小林さんの愛情こもったおにぎりをほう
ばり、準備をしていました。
　その他の出店はいつも通り、焼きそば、たこ焼き、カレー、フランクフルト、コロッケと
なり特にカレー、コロッケ等は朝から人気のある売れ方になっていました。
　わがヨーヨーはと言うと、子供が少なくなかなか売れ行きは活発ではないですが、二
人の兄妹が大量に釣っていき一気に水槽のヨーヨーが無くなって行く現象になり、慌て
てヨーヨーを膨らませる場面も発生しながらワイワイと一日楽しく過ごした感じでした。
　施設長によると次回からは秋ではなく、春に日程を変更する様な事と言われており八
木期で再度ぐんぐん春祭りとして支援をしなくてはならないかも？知れません。
　当初は雨予報でしたが、終わってから雨は降りだすと言う様に運にも恵まれた一日
でした。

日時：
場所：

日時：
場所： 本田正人Y's



（土） 聖嬰会祭り （日） 少年野球大会
（日） YMCA創立130周年イベント （土） クリスマスファミリー例会
（水） テーブルマナー例会 （水） 役員会
（日） リトセンオータムフェスタ

次期区役員研修会
（水） 役員会

25日

23～24日

1.台風19号・15号被災地支援　ポジティブネットYMCA募金 受付
　台風15号、19号により、広域にわたり甚大な被害が出ています。
　ＹＭＣＡでは、被災地でのボランティアワーク等の支援、日常生活を奪われた子どもたちに寄り添い続けます。
コミュニティの復興支援を目指して、全国のネットワークや特性を活かした活動を展開していきます。
　以下の期間中、支援募金を受け付けております。皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。
受付期間：　2019年10月17日（木）～2020年3月31日（火）
募金方法：　京都ＹＭＣＡの各階窓口にお届けいただくか、以下にご送金ください。
　　　　　　≪郵便振替≫　０１０５０－７－１９１３２　 加入者名：　京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金
　　　　　　※通信欄に「豪雨災害」とお書きください。

2.スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム 募集（スキー、雪あそび、ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ、体操、ｽｲﾐﾝｸﾞ）
　（会員・会友）  Web受付   10月25日（金）～
　（上記以外の方）Web受付 　11月  1日（金）～
　（会員・一般）  電話受付　      11月  8日（金）10：00～
　お申込み・お問合せ： 京都YMCAウエルネスセンター（TEL）075-255-4709
　  詳しくは予約専用サイトe-YMCAをご覧ください。   https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

3.オータムフェスタ
毎年行われる秋のイベントです。自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載で
す。ぜひご参加ください。
　日　　時：　11月17日（日）　11:00～14:00
　場　　所：　京都ＹＭＣＡリトリートセンター
　参 加 費：　（大人（中学生以上））2,000円／（小学生）1,000円／（幼　児）無料
　　　　　　　※御池通柳馬場角より無料送迎バスあり。
　　　　　　　（要事前申込（11月9日（土）締切））
　お申込み・お問合せ：　京都YMCAリトリートセンター事務局
　　（TEL）075-255-4709（当日のみ：0774-24-3838）
　　（E-mail）retreat@kyotoymca.org

4.YMCA・YWCA合同祈祷週集会　スリランカの漁村から　～平和をつくり出す人々
スリランカからゲスト2名を招き、日本以上に多文化、多宗教のスリランカで、人々が自信をつけ貧困を克服し、立
場が異なる人たちの中で理解と協働を生み出そうと取り組んでいる内容などをお話しいただきます。
日　　時：　11月30日（土）18:30～20:30
場　　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館
参 加 費：　500円（茶菓付）※30歳未満の方は無料です。
申込締切：　11月16日（土）
お問合せ・お申込み：　京都YMCAメール、電話またはFAXにてお申し込みください。
京都YMCA　（E-mail）kyoto@ymcajapan.org （TEL）075-231-4388 (FAX)075-251-0970

5.ＹＭＣＡ三条保育園「子育て支援企画」協賛のお願い
　「相沢康夫さんと積木で遊ぼう～積み木ライブショーを楽しむ」
講師による積み木パフォーマンス、積み木や構成玩具を用いて、親子で遊びます。
　　すでに、協賛などご協力いただきましたみなさまありがとうございます。
引き続き、協賛などご協力よろしくお願いします。
　　　日　時：　2020年1月12日（日）14時～16時
　　　場　所：　京都ＹＭＣＡ三条本館
　　　対　象：　幼児～小学生の親子40組～50組
　　　問合せ：　保育園園長　神戸（ＴＥＬ075-254-8131）

11月

27日

2日 12月 1日

13日
14日

17日

3日




