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躍動するトップスクラブ
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京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

人は、たとい全世界を得ても、いのちを損じたら、何の得がありましょう。

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。

想いはひとつ
西日本区地域奉仕・環境事業主任　倉卓也

　この度2018年～2019年度西日本区地域奉仕・環境事業主任を拝命致しました倉卓也です。どうぞよろしくお願い致します。
　主題　【想いはひとつ　～『想い』を育て未来に引き継ぐ～】
現在西日本区83クラブにおきましてたくさんの活発な奉仕活動が行われております。奉仕する活動の形は様々ですが奉仕す
るこころ、「困っている人を助けたい」とか「誰かの為に力になりたい」と思うこころ、その皆さんの『想い』はひとつです。この『想
い』を『未来の私達』『未来のワイズメン』に引き継いでいきたいと考えております。
方針・計画
【ＪＡＰＡＮ　ＷＥＳＴ“Ａction”】
今期ＹＭＣＡサービス・ユース事業と協働で行う新しい事業です。クラブで行う奉仕活動を西日本区ホームページにアップしワ
イズメンのみならずクラブ外にもワイズメンズクラブの奉仕活動をアピールしたいと考えております。この活動報告をたくさんの
方にアピールすることにより、ワイズメンズクラブで奉仕活動を一緒にやってみたいと思う仲間が増えればうれしいです。各クラ
ブ皆さんからいただいた奉仕活動の報告がこの“Ａction”の原動力となります。皆さんからの奉仕活動のご報告をお待ちして
おります。
【災害復興支援献金】
東日本大震災から7年、熊本地震から2年が経ちましたそして今年の7月に西日本の各地で豪雨災害が起こりました。被災地
で困難な生活をされている方はまだまだたくさんおられます。時間が経ち、その時々で支援の形も変わりますが、被災地の状
況を把握し現状にあった支援を継続したいと考えております。皆様、ご協力お願い致します。
【ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦ献金】
毎年たくさんの献金にご協力いただき誠にありがとうございます。ぜひ例会などで献金理解についてのお時間をとっていただ
き、各クラブメンバーひとりひとりに献金の理解をふかめていただき、ひとりでもたくさんの方に献金にご協力いただけるようお
願い致します。
【ロールバックマラリア献金】
国際統一事業ＵＧＰロールバックマラリア献金が直前期の国際議会において更なる2年の延長が決まりました。世界中の熱
帯・亜熱帯地域で流行しており、多くの方が感染しお亡くなりになっています。亡くなられる方の大半が5歳未満の幼児です。こ
うしている間にも2分に一人の命がマラリアの感染によりなくなっています。皆さんからのロールバックマラリア献金で蚊帳を購
入して主にアジア・アフリカ・インドで配られます。蚊帳の配布と利用が感染防止の有効手段のひとつとされております。しか
し、近年では蚊の殺虫剤への耐性や人の薬剤耐性の問題なども出てきてます。子どもたちの命を救う事が出来るロールバッ
クマラリア献金にご協力お願い致します。
　最後に、皆さんのひとりひとりの想いが大きく育てばクラブの想いも大きく育ちます。そしてその『想い』を未来につなぎたいと
思います。

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.

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：
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2018年8月8日
ウェスティン都ホテル京都

　皆さんご機嫌いかがですか！？
先日より、続いております地震や台風災害に見舞われた方もおられるかと思います。お見舞い申し上げます。

　さて、前年度の会長と言う役職を終えて一般ﾜｲｽﾞﾒﾝとして7月より例会や委員会等に参加させて頂いておりま
す。何と、気がゆっくりとして気軽いきもちで参加しております(笑)
気を抜きすぎてると言う声もありますが(汗)
　でも、この会長職を終えてから見るﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞやﾜｲｽﾞの事と言うのは、また違う角度から見えてる気がしてまた一
歩楽しく感じられております。
　部長公式訪問例会では、部長をはじめ各主査さんの思いや意気込みを講演して頂き、また一歩楽しみ協力をし
ていかないと感じております。
　また、みんなでこのﾄｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ本田期を盛り上げて行きましょう！
　皆さんが楽しむ事が一番だと僕は思っております。

日時：
場所： 山下大輔Y's

Menettes
メネット例会を開催しましょう。国際、国内プロジェクトの理解を進めるとともに
たくさんのメネット、フィズファミリーが集いますよう、皆様に呼びかけましょう！



2018年8月7日
ピュアリティまびき

2018年8月18～19日
YMCAサバエ教育キャンプ場

　平成３０年８月７日、岡山ピュアリティまきびにて、岡山クラブの納涼例会にトップスクラブより９名が参加しまし
た。平成３０年６月９日．１０日神戸にて西日本区大会開催時、懇親会で岡山クラブのメンバーとお会いし、いろい
ろお話をした中で、会員が減少して困っていると聞き、トップスクラブのメンバーを募り、激励訪問をする事になりま
した。トップスクラブは次年度、西日本区牧野ＥＭＣ事業主任を輩出する事が決定しており、西日本区の様々なク
ラブと交流を持ち、次期牧野ＥＭＣ事業主任が活躍できる土壌をつくれるようにと思い、まず最初に岡山クラブへ
行きました。９年前岡山クラブの会員数は３１名、トップスクラブは２５名でした。現在、岡山クラブは２０名、トップス
クラブは４９名となっています。９年間でいろんな事が両クラブ内で起きたと思います。１６年前トップスクラブは、負
の連鎖が起き、会員数１３名になった事もありました。本当に苦しい日々が続き、どのようにすれば会員増強が出
来るのか？残されたメンバーがそれぞれ悩み続けた事を思い出します。魅力のあるクラブとは？メンバー一同が
このクラブに入って良かったと、心の底から思えるクラブにする事。出会いを大切にし、互いに学び合えるクラブに
する事。奉仕活動を通じて、人の温かさや思いやりを持つ事。
　メンバーそれぞれが成長するのと同時に、クラブは人生の道場の場である事。いろんな事を考え実行し、今に
至っています。岡山クラブのメンバーと交流し、素晴らしい奉仕活動をされている事を教えて頂きました。そして、お
出迎えからお見送り迄、長寿会長はじめ、岡山クラブの皆様に感謝！！

参加者：本田会長　八木副会長　牧野　倉　新山　船木　今西　的場　小林　（９名）

　8月18、19日(土日)琵琶湖サバエキャンプ場においてソラシドキャンプが開催されました。トップスクラブは食事担
当で初日は豚のしょうが焼き、ナムルなど2日目は焼きそば、素麺の薬味などを調理いたしました。両日とも晴天
でたいへん暑い休日でしたが、お子さん達の笑顔がとても輝いていて充実した2日間でした。琵琶湖でのクルージ
ングやカヌーや宝探しもとても楽しそうでした。2日間連続参加の本田会長、的場Yサ委員長、小林Y’s、1日だけ参
加のメンバーもご苦労様でした。
 参加者：本田会長・的場Yサ委員長・小林Y’s・今西Y’s・田頭Y’s・巴山Y’s・寺内Y’s・寺内コメット・清水Y’s

日時：
場所：

場所： 新山兼司Y's

清水寿和Y's

日時：



（日） リトセン秋季準備ワーク （水） EMCファンド合同ゴルフコンペ
（水） ゴルフ同好会 通常例会

グルメ同好会 （日） 第3回秋のぐんぐん手づくり市
（日） 京都部部会 （水） YMCAチャリティーゴルフ
（水） EMC例会 （日） 国際協力募金
（金） 経営塾第5弾 （水） 役員会
（水） 役員会

29・30日 エイズ文化フォーラム
（日） 富士山部部会

□仕事の内容
　不動産コンサルティング
　　・不動産売買のコンサルティング
　　・不動産調査業務
　　　（遊休不動産の活用等）
　　・近隣折衝業務　　etc

□私の性格を一言で言うと
　・几帳面　・計画重視　・即行即止

28日

10月 10日

□趣味
　食べログで探して食べに行く

□好きな言葉・座右の銘
　為せば成る

□仕事の内容
　住宅の新築・リノベーション、
　事務所・店舗の改装工事

□私の性格を一言で言うと
　プライベートは大雑把、
　仕事中は細かい

□クラブについて一言
　自分とは性格の違ういろいろな方
がおられていつも刺激を受けさせて
もらっています

□その他

□クラブについて一言
　大木から銘木へ和をもって為す

□私の夢
　　京都サンガFCの年間公式試合
のコンプリート
　　京都サンガFCのスポンサー

1.　第1回京都YMCAチャリティーゴルフ「未来を担う子どもたちを支援しよう」
　ゴルフを楽しんでいただきながら、YMCAの公益活動寄付金のチャリティーもしていただけるイベントです！京都
YMCAに集う様々な皆様が一堂に会し交流を持つ機会にもなります。ぜひ、ゴルフ好きのご友人やお知り合いの
方もお誘いいただきご参加ください。寄贈品、当日サポーターも募集しています。詳細は、別途チラシをご覧くださ
い。

日　　程：　2018年10月24日（水）
場　　所：　センチュリー・シガ・ゴルフクラブ
　　　　　　（所在地）〒520-3302 滋賀県甲賀市甲南町池田上梅田2118
会　　費：　15,000円（プレー費・昼食代・パーティー代・チャリティー代含む）
定　　員：　80名（4名×20組）　※定員になり次第締切ります。
お申込み：　京都YMCAチャリティーゴルフ事務局（メール：kyoto@ymcajapan.org／Fax：075-251-0970）まで、郵
送、メールまたはFAXにてお申し込みください。
　　　　　　締切：2018年9月15日（土）
お支払い：　代表者名で2018年10 月1日（月）までにお振込みくださるようお願いいたします。
郵便振替　口座番号　01030-6-733
公益財団法人京都YMCA　（フリガナ）ザイ）キョウトワイエムシーエー

2.　びわこサバエ 秋祭り
　京都YMCAサバエ教育キャンプ場を会場に秋祭りを開催します。おいしいお食事屋台や楽しいゲーム・イベント
がいっぱい、どなたでも楽しんでいただけるお祭りです。ぜひご参加ください。
日　　時：　9月23日（日）　午前11時～午後3時
場　　所：　京都YMCAサバエ教育キャンプ場
入 場 料：　入場無料　※会場で飲食できる100円×10枚つづりのチケットをご購入ください。
　　　　　　※無料送迎バスあり（申込締切9月7 日(金)）
お問合せ：　サバエ教育キャンプ場 事務局（TEL：075-255-4709）

14日

5日
13日

9日
12日

河合博之Y's

9月 2日

30日

東剛士Y's

24日

26日
31日

□趣味
　京都サンガFCの追っかけ

□好きな言葉・座右の銘
　信成万事　”信ずれば成り、憂
えれば崩れる”


