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躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ躍動するトップスクラブ

マタイによる福音書　23章11～12節

メンバー数 （広義会員1名含む） 名

特別メネット 名 現金 円 4 月 円 4 月現金 円 4 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 ｃｃ

Heart to HeartHeart to HeartHeart to HeartHeart to Heart
【【【【心心心心とととと心心心心でででで繋繋繋繋げるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽのげるﾄｯﾌﾟｽの輪輪輪輪！】！】！】！】
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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 ：：：：

国国国国 際際際際 主主主主 題題題題 国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders国境なき友情　　Friendship across the borders
副副副副会会会会長長長長：：：：

AFFILATED　WITH THE　INTERNATIONAL ASSOCIATION　OF　Y's MEN'ｓ　CLUBS

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of Th_ Y's M_n's Clu\ of 
10ｔｈ.July1994

5月号5月号5月号5月号

Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻

第11号

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題 “All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck”“All Hand on Deck” 会会会会 計計計計 ：：：：

あなたがたのうちでいちばん偉い人は、仕える者になりなさい。だれでも高ぶる者は低くさ

れ、へりくだる者は高められる。

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。

２２２２回目回目回目回目の・・・の・・・の・・・の・・・

アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題アジア太平洋主題 ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movementﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう　　Respect Y's Movement

西西西西日日日日本本本本区区区区主主主主題題題題 2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ2022年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ
書書書書 記記記記 ：：：：

Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club Healthy mind & healthy body make healthy club 

田頭邦彦ブリテン委員長田頭邦彦ブリテン委員長田頭邦彦ブリテン委員長田頭邦彦ブリテン委員長

LT

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存

在します。その機会を学びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いです。全てを有意

義に捉えリーダーシップを身に着けて下さい。

例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席例　　会　　出　　席 BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト スススス ママママ イイイイ ルルルル フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド 献献献献 血血血血

　皆さんこんにちわ！今期ブリテン委員長をさせていただいております田頭です。

　さて、私はトップスクラブに入会して早や７年が経過いたしました。時間が過ぎるのは本当に早いですよね！　ブ

リテン委員長は２回目となります。最初の時は原稿集めに非常に苦労し、また、委員会のあり方について１人思い

ふけってたような感じでした。

　しかしながら、経験は物をいうではありませんが今期に至っては、期の始まりに何か一つだけ自分なりの目標を

もって望もうと思いました。

　それが、「委員会全員出席」でした。クラブの根源は委員会にあり、会議は全員出席して初めて会議となる。と、

肝に銘じ今日まで活動させていただいております。

　お陰様で例会前に委員会を開催することにより、委員会メンバーも出席してくださっております。また、原稿依頼

につきましては担当者を配置しそれぞれに役割分担いたしました。

　みなさん責任を感じ今日まで全うしてもらっており、委員長である私は非常にストレスなくスムーズに流れさせて

いただいております。委員会メンバーのみなさんありがとうございます！

　今期も残り僅かとなってきましたが、最後の最後までご協力よろしくお願いいたします。来期からは、これまた２

回目の三役会計をさせていただきます。前回の経験を生かし１年間頑張って行く所存であります。メンバー全員に

当クラブの台所事情を把握していただき、クラブ発展とメンバー全員の更なる飛躍のために「活きる活動資金運

営」を目指して行きたいと思います。

　それでは厨房を任せられるので、少し早いですがエプロンでも買いに行ってきま～す(笑）
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2018年4月4日

平野神社

2018年4月7～8日

アピカルイン京都

日時：

場所： 岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's岡本昭義Y's

　去る４月７・８日に毎年恒例の役員研修会が開催されました。ご参加された皆様、お疲れ様でした。

　私自身は一年振りの役員研修会でしたが、皆、三役や委員長を任される立場での出席になるので、良い緊張感

の中での開催だったのではないかと感じています。

　ただ、二日間での役員研修会で、どちらか一日の参加というメンバーも多く、肝心の引き継ぎ事項が疎かになっ

ているという現状もありました。これに関しては、次々期会長という立場からも、来年の開催に向けて考えていく必

要があると思います。何卒皆様のご協力をお願い致します。

　さて話は戻りますが、役員研修会ですが、本田次期会長の余りにも早くスムーズな次期の段取りに関心し、牧野

ワイズのクラブへの思いに感動し、山下現会長の思いに共感しつつ、幕を閉じました。

私事ではありますが、次々期に向けての気持ちを改めて引き締めるには良い役員研修会でした。

　本田期がいよいよスタートしてきます。一年を通して良い活動をする為にはメンバー全員が参加の意味、意義を

持つことが必要だと思います。

　この一年、本田次期会長を三役、委員長で支 え、がんばっていきますので皆様、よろしくお願い致します。

　平成３０年４月４日（水）平野神社においてお花見

例会が、開催されました。

例会当初は、雨がパラパラしていましたが、途中雨

もやみ参加メンバーで七輪を囲みビールと焼肉に

舌鼓を打ちました。

　少し散った桜の木はありましたが、中には満開の

木もあり春らしい気分を味わう事ができました。今

年度のスタートでもあり、新しい気持ちで頑張って

いきたいなぁ、と改めて感じました。

　我がトップスクラブの年度は、あともう少しです。

皆さんで最後まで山下会長期を盛り上げていきま

しょう！！

日時：

場所： 八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's八木薫史Y's



2018年4月13日

ウェスティン都ホテル京都

2018年4月14日

阪神甲子園球場

2018年4月23日

京都YMCAリトリートセンター

　４月２１日(日)リトリートセンターで夜桜フェスタが開催されました。我がクラブは、和菓子(桜団子、抹茶団子、こし

あん大福、抹茶あん大福)を提供いたしました。大盛況完売でした。チラシ寿司、フランクフルト２本、大盛焼きそ

ば、おにぎり、たこ焼き、豚饅、天ぷらうどん、おでん、みたらし団子、豚汁、鶏炭火焼等が出店され２０００円のチ

ケットでほとんど制覇いたしました。最後に我クラブの大福餅を食べ、最高に美味しかったです。桜はほとんど散っ

ていましたが、まさしく「花より団子」の楽しいひと時でした。東Ｙサ委員長、Ｙサ委員の皆様大変ご苦労様でした。

　４月１３日(金)ウェスティン都ホテル京都において西面クラブ交流会が開

催されました。西面クラブからは会長を先頭に総勢５名の参加で、トップスク

ラブからは２１名のメンバーが参加いたしました。大型ダンボール７個のお

土産(韓国海苔)を持参され、運ぶのに苦労しましたがとても有難い事だと思

いました。まだ貰っていないメンバーは、次回例会(６月引継ぎ例会)で貰っ

て下さい。交流会では、今後の交流のあり方について意見が交されとても

有意義な交流会となりました。二次会は東寿司へ、三次会は祇園郁佳へお

邪魔し、日が替わるまで交流いたしました。山下会長、安田交流委員長、交

流委員会のメンバーの皆様、三役の皆様大変お疲れ様でした。

場所： 清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's

日時：

場所：

日時：

日時：

場所： 清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's清水寿和Y's



（水）（水）（水）（水） ドッヂボール例会ドッヂボール例会ドッヂボール例会ドッヂボール例会 東日本区大会東日本区大会東日本区大会東日本区大会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会 西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会

（日）（日）（日）（日） ぐんぐんハウス焼肉交流会ぐんぐんハウス焼肉交流会ぐんぐんハウス焼肉交流会ぐんぐんハウス焼肉交流会 （土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

□趣味

　お城巡り

　姫路城・長浜城・彦根城など

の

□好きな言葉・座右の銘

　ちっちゃなことから

　　　　　　　　　　　コツコツ

と！！

□仕事の内容

　不動産賃貸仲介管理

□私の性格を一言で言うと

　おとなしい

　真面目

□クラブについて一言

　色々なことを吸収させてください

□その他

高橋保郎Y's高橋保郎Y's高橋保郎Y's高橋保郎Y's

1.三条本館1階窓口受付について

　2018年度よりご利用時間が変更となりました。

　【1階】　京都YMCA国際福祉専門学校・会員本部事務局

　受付時間（電話含む）　月曜～金曜：　午前9時～午後7時半

　　　　　　　　　　　　土曜：　　　　午前9時～午後5時

　部屋利用予約、費用お支払いについても上記時間内にお願いいたします。

　ワイズメンズクラブキャビネットは1階受付カウンター右側の扉から入って左側手前にあります。

2．サバエ教育キャンプ場リボーン・キックオフ・パーティー

今夏も元気に、そしていつも以上に子ども達の笑顔あふれるキャンプ場にするために、サバエ教育キャンプ場の

準備を始める時期となりました。リボーン・キックオフ・パーティーを開催します。ワイズメンズクラブ対抗野外料理

コンテストなど楽しいイベントが盛りだくさんです。

日　　時：　5月6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：　大人　2,000 円／小学生　1,000円／幼児　無料

　　　　　　※無料送迎バスあり（申込締切4 月27 日( 金)）

お問合せ：　サバエ教育キャンプ場 事務局（TEL：075-255-4709）

3．YMCA三条保育園 お披露目会

4月に開園したYMCA三条保育園のお披露目会を開催します。ぜひご参加ください。

日　　時：　6月3日（日）　午後1時30分～3時

場　　所：　YMCA三条保育園

内　　容：　感謝礼拝、保育園見学、報告・茶話会等

お申込み：　メールにてお申し込みください。（担当：久保田／kubota@kyotoymca.org）

4．2018年度会員協議会

公益財団法人京都YMCA第7回会員協議会を開催いたします。詳細は後日ご案内いたします。ご予定くださいます

ようお願いいたします。

日　　時：　6月22日（金）　午後7時～（予定）

場　　所：　京都YMCA三条本館　地階マナホール

□私の性格を一言で言うと

　せっかち。

　何事にも熱心。

□クラブについて一言

　名実ともに日本一のクラブに

　なってほしい

新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's

6月6月6月6月 2～3日2～3日2～3日2～3日

9～10日9～10日9～10日9～10日

9日9日9日9日

□趣味

　旅行　海外・国内

　　もう一度

　　　オーストリア行きた

い！！

　ゴルフ　ゴルフ歴41年

　　ベストスコア82

　食べ歩き

　　美味しいものならなんでも

□好きな言葉・座右の銘

　誠実

□仕事の内容

　不動産業

　建築設計事務所

　タイル工事、石工事

27日27日27日27日 16日16日16日16日

28日28日28日28日

25日25日25日25日

5月5月5月5月


