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メンバー数 （広義会員4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

　実は、わたくし13期にドライバー委員長をしたことが有るのですが、当時は今とは随分様子が違いまし
た。メンバー数は20名足らずで、25名を目指しながらも一進一退を繰り返していました。
　ドライバー委員会の委員さんの顔ぶれは、12期にドライバ―委員長をされていた新山さん、トップス10
周年の時に一緒に入会した倉さん、そして、担当三役は船木さんでした。（豪華メンバーですね！）委員
長の仕事の内容は、新山さんから前期の委員会のレジメ、例会のプログラム、資料等を綺麗に整理した
ファイルをトップス役員研修会の時に伝授いただき、例会のゲストスピーカーや演奏者の人選や依頼は、
人脈の広い船木さんに助けて貰い、倉さんには優しくて実直なサポートで支えていただき、13期には会
長プレゼンツのトップス賞をいただきました。その時の記念の盾が今も私の宝物です。
　時は流れて、本田会長期のドライバー委員長就任にあたっては、面倒なホテル交渉（料理やテーブル
配置等）、例会の出欠をグルスケに記入されていないメンバーへの追跡調査を本田会長に担っていただ
ける確約を得て、グッと負担の軽い状況で、例会の準備をさせていただいています。
　本田期のドライバー委員長として、あと残りの期間、全力で取り組みます。いつのまにか最初は面倒
だった例会の準備、時間に追い込まれる状況も楽しくなってきました。これもドライバー委員の岡本さん、
河合さん、高橋さん、担当三役の舞田さんのご協力のおかげです。ありがとうございます。
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TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

The Y's Men's Club of 10ｔｈ.July1994
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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：

LT
リーダーシップを学んでください！　クラブ、部、区、あらゆる機会にリーダーシップ
の学の場が有ります。全てを有意義に捉え、スキルアップし、リーダーシップを身に
着けてください。全てを楽しんでください。

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 ：

だから、悪意、偽り、偽善、ねたみ、悪口をみな捨て去って、生まれたばかりの乳飲み子のように、混じり
けのない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなたがたは、
主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は、人々からは見捨てられた
のですが、神にとっては選ばれた、尊い、生きた石なのです。あなたがた自身も生きた石として用いら
れ、霊的な家に造り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって神に喜ばれる霊的ないけにえ
を、イエス・キリストを通して献げなさい。

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。

本田会長期の
ドライバー委員長は私です！

廣田隆治　ドライバー事業委員長
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2019年4月10日
KOTOWA

2019年4月17日
トップスからの参加者：

本田正人会長・山下大輔直前会長
牧野篤文EMC事業委員長・髙坂訓Y's

日時：
場所： 新山兼司Y's

　２０１９年４月１０日、ＫＯＴＯＷＡ京都３階にて、パレスクラブ・トゥービークラブ・トップスクラブの３クラブ合同例会
が、開催されました。西日本区遠藤理事、西日本区中井交流事業主任、台中エバーナイスクラブ、フランクご夫妻
にも参加頂き、総勢１０８名の例会となりました。講演はトゥービークラブのメンバー参議院議員佐藤正久ワイズが
「我が国の最新国防事情」について、スピーチされました。日頃は目の前の仕事に追われ、米朝問題、北朝鮮ミサ
イル問題、北方領土問題、中国の軍事活動の問題など、テレビや新聞で見る程度の内容しか解らないですが、大
変詳しく又、自衛隊の活動についても説明を頂きました。我々、世界平和を望んでいるワイズメンズクラブメンバー
は、常に世界情勢に関心を持ち、紛争の起きない、起こさない活動をしなければならないと講演を聞き、痛感いた
しました。今回の３クラブ合同例会は、本田会長が本田期の西日本区次期会長主査研修会の時に、３会長と話し
合い、合同例会をする事が決まったと聞いています。私は、パレスクラブに２５歳の時に入会し、その後キャピタル
クラブそして、現在トップスクラブに在籍しています。ワイズメンズクラブの和を拡げ、多くのメンバーと語り合い、永
久に平和な暮らしができるよう、皆様と共に活動しましょう。今回の３クラブ合同例会は、大変意義のある例会でし
た。

日時：

□趣味
　マウンテンバイク

□好きな言葉・座右の銘
　感謝

出口晋吾Y's

□仕事の内容
　電気工事

□私の性格を一言で言うと
　気分や八方美人

□クラブに付いて一言
　本当に色々な職種、立場の方々か
ら自分では経験出来ない話し等聞け
参加出来ない事も多いですが本当に
良かったと心から思います。
　これからも未だにフワフワした感じの
僕ですがメンバーの皆さんよろしくお
願いします。



2019年3月16日
京都YMCA

2019年4月14日
京都YMCAリトリートセンター

　4月14日（日）リトリートセンターにおきまして夜桜フェスティバルが開催されました。あいにくのお天気で開始早々
本降りとなり来場者は少なく残念でしたが楽しいひと時を過ごせました。我がクラブはお汁粉を提供いたしました。
スイーツとしてなかなか評判でした。たくさん余りましたのでぐんぐん焼肉でデザートとして提供したいと思います。
例年どうりすべての屋台完食を目指しましたが3品食べられませんでした。個人的には天婦羅うどんとチラシ寿司
が美味しかったです。的場委員長大変お疲れ様でした。
　参加者は本田会長、的場Y、的場コメット、今西Y、今西コメット兄弟、小林Y、寺内Y、寺内コメット、新山Y、巴山
Y、巴山メネット、巴山コメット、余田さん、清水でした。

　私がトップスクラブに入会させていただき2年が経ちました。
　今まで例会、委員会共にあまり出席をせずに今まできましたが今回ドライバー委員⻑をさせたいただくことにな
り、初めて次期役員研修会に参加させいただきました。
　参加させたいただいた感想は、皆さんとても本気で取り組んでいらっしゃり、自分自身委員⻑という役割を一年
間務めることが出来るのかどうか不安になるのと同時に、私もこのクラブに 正面から向き合わせてもらう貴重な機
会を与えてもらえたという感謝と、これから頑張っていこうというやる気と、いろいろな 感情が湧いてきました。
　研修会において、ワイズメンズクラブは自己研鑽の場というお話がありました。メンバー同士楽しみながら、時に
は失敗もし、いろいろな経験をしながら成⻑できるというこでした。
　クラブ活動を通じて、仕事、家庭がさらに向上できるように私自身成⻑できればと思います。
　諸先輩方が作られてきたトップスクラブにしっかりと自分もメンバーの一員として参加できることを誇りに思って一
年間頑張ろうと決意した一日になりました。

日時：
場所： 清水寿和Y's

日時：
場所： 中野仁資Y's



2019年4月19日
ウェスティン都ホテル京都

2019年4月26日
京都YMCA

（水） 通常例会 （水） ぐんぐん焼肉交流会
（水） トップスフロンティア （土） 引継ゴルフコンペ

合同ゴルフコンペ 引継例会
台中エバーナイスクラブ公式訪問 西日本区大会

（日） チャリティーラン （水） 役員会
（水） 役員会 （木） 次期役員会
（木） 次期役員会

15日 15日

日時：
場所：

19日
27日29日
26日

18～20日

2日

30日

18～20日

１．第１４回インターナショナル・チャリティーラン参加・協賛申込 受付中
第１４回インターナショナル・チャリティーランを５月１９日（日）に開催いたします。
京都部各ワイズメンズクラブの皆様は、当日には運営スタッフ、ご参加などご協力お願いします。
日　　時：２０１９年５月１９日（日）　９時～１４時　※雨天決行
場　　所：鴨川公園
お問合せ：　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３８８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０
 　（Ｅ－ｍａｉｌ）c-run@kyotoymca.org

２．2019年度会員協議会
公益財団法人京都ＹＭＣＡ第８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。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
ますようお願いいたします。
日　　時：　６月２８日（金）　午後7時～（予定）
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、ＹＭＣ
Ａ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。）

日時：
場所：

5月 8日 6月


