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フィリピの信徒への手紙　４章４節 

メンバー数（広義会員1名含む） 名 名

特別メネット 名 名 現金 円 1 月 円 1 月現金 円 1 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 円 円

メネット･コメット 名 名

ゲスト 名 名

メーキャップ 名 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ
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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：：：：
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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 ：：：：

主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。

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。

副会長　牧野篤文副会長　牧野篤文副会長　牧野篤文副会長　牧野篤文

「「「「メンバーメンバーメンバーメンバー満足度満足度満足度満足度をををを上上上上げたいねんげたいねんげたいねんげたいねん！」！」！」！」

　今期、山下会長のもと副会長をやらせて頂いております牧野です。私が、トップスクラブに入会させて頂き早くも１１年目にな

ります。この１１年の間に、会長や京都部のEMC主査など様々な体験をさせて頂きました。

　振り返ると、入会当時はメンバー数が２３名と少なく、今のトップスクラブとはかけ離れた状況でした。しかし、キーメンバーや

チャーターメンバーなど、先輩メンバーの皆さん一人一人の高い人間力を感じ、そしてその「人間力の輪」が、このトップスクラ

ブには存在していました。

　入会して間もない頃は、委員会はもちろん、例会も欠席する事が多く、いわゆる「不良会員」でした。（笑）　そんな私を、この

トップスクラブの先輩メンバーは温かく見守って頂きました。そしていつしかその「人間力の輪」に入れて頂きクラブの中に「自

分の居場所」が出来て、今では心の底からトップスクラブに入会させて頂き本当に良かったと思っています。

　そんな私も、気が付けば、頼りないですが年数から見ても「中堅」メンバーとなりました。「中堅」としての役割は、トップスクラ

ブメンバー全員の皆さんが、心の底からこのトップスクラブに入会して良かった！って感じてもらえるようにする事ではないかと

考えています。

　もちろん、一人一人の価値観も違い、会歴によっても感じ方が違うと思います。特に、会歴の浅いメンバーの皆さんにとって

は、まだまだこのトップスクラブの魅力を感じていない人も多いと思います。そんなメンバーの皆さんにも心の底からトップスク

ラブに入会して良かった！って感じて頂くには、「メンバー満足度」の向上が必要であると私は考えています。　倫理法人会、ビ

ジネス交流系のクラブなどは、会員のビジネスに直結したり、経営者として学ぶ事が目的とされています。我々のワイズメンズ

クラブは、奉仕クラブであり、そのようなコミニュティとは、趣旨が全く別ですが、「メンバー満足度」の観点で見ると、トップスクラ

ブは、利害関係の無い様々な職種、年齢の壁を超えて、「心と心で繋がる真の仲間」ができる事であると思います。

　これを、感じた時に私はトップスクラブの値打ちを強く感じ、心の底から入会して良かった！と思いました。これは、お金では

買えない人生の財産であると思います。

　しかし、まだまだ、そのようなトップスクラブの真の魅力を感じるに至っていないメンバーの方も多いと思います。これを感じる

には、ある程度の時間と段階が必要です。そんなメンバーの皆さんの「満足度」を向上させるために、何ができるか？と考えた

結果、倫理法人会やビジネス交流系のクラブ、他の奉仕クラブでは、絶対に学べない、日々の経営に直結する金融や経営に

ついての情報や知恵を得られる機会が作れないかと考え、このトップスクラブメンバーのみが学んで頂ける「トップス経営塾」を

皆さんにご提案したいと思います。

　すでに、青山EMC委員長が中心になり、EMC委員会で企画して１月２３日に第１回目をスタートさせました。このような「トップ

ス経営塾」を定期的に企画して、トップスクラブメンバーが「経営者」として学べる機会や情報を得る機会を作り、特に会歴の浅

いメンバーの皆さんに少しでも満足して頂けるようにしたいと思います。

　微力ですが、皆さんのご意見や、ご要望をお聞きしながら、この「トップス経営塾」をより良いものに育てていきたいと思いま

すので、皆さんご協力の程よろしくお願い致します。
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2018年1月10日

ウェスティン都ホテル京都

2018年1月17日

京都YMCA

　1月10日に新年例会がウェスティン都ホテル京都で開催されました。今年もトス

ファンドが開催されました。

　トスファンドで財宝というさつまいも焼酎× 2 と 3000 年前の水と書いてあるラ

ベルの付いたどこにでも売ってそうな水を 3.000 円で落札しました。僕の最近の

焼酎の飲み方は芋ロックです。

　さつまいもは飲んだことありません。例会後帰宅しすぐに、その焼酎をあけてみ

ました。 まずは匂いを嗅ぎ嫌いな匂いではありません。初体験のさつまいも焼酎

をロックでいく勇気がなく、本間なんかな？と思わせるラベルの付いた 3000 年前

の水を使い水割りを作ってみました。早速飲んでみると、さつまいもの甘く土くさ

い香りと 3000 年前の水がマッチングしていてものすごいおいしいではないです

か！！さつまいも焼酎を 3000 年前の水が引き立ててるかの如く。。。

　だから焼酎 2 本の水 1 本の 1 セットなんや！ 3000 年前の水で割ったらおいし

いんやで。っていうのが伝わった物でした。

　非常に美味しく頂きました。ありがとうございました。

　山下期が始まってもう半分、時が経つのが

早く感じるこの頃ですが、1月17日京都トップ

スクラブの半期総会を開催いたしました。

　宮尾勝己議長の発声ではじまり、各委員長

の半期報告も規定の時間を設け、スムーズ

に進行していきました。

　半期活動してきた想いやこれから半期の意

気込みなど各委員長の個性が出ていて素晴

らしい総会だったと思います。

　最後にメンバー全員のスピーチも聞けて、と

ても有意義な半期総会でした。

日時：

場所： 青山修士Y's青山修士Y's青山修士Y's青山修士Y's

日時：

場所： 中野記美夫Y's中野記美夫Y's中野記美夫Y's中野記美夫Y's

TOF CS FF

STEP for All

各クラブ独自で行っている素晴らしいCS事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。

互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各種献金は期限までにお

願いします。



2018年1月23日

京都YMCA

2018年1月25日

炭火焼　木石

　第1回目の経営塾の講師を務めさせて頂きありがとうございました、お忙しい中、16名近く参加頂き本当に感謝

申し上げます。2年程前のEMC主催の同様の講義の参加者が8名でしたから、倍になりました(笑)

　年初から2日間で日経平均が1000円近くも急騰したり、ビットコインが1年で数十倍に値上がりしたりと、やはり世

間一般的にも、ここに来て資産運用への関心が高まって来ているのが参加者増に繋がったのかと思われます。

　講義のテーマ、肝心な所は2つです。1つ目は、確実にここ1〜2年で、20年以上続いた資産デフレがインフレに変

わったのではないかということ。2つ目は、中長期な視野に立った資産運用をしっかりとしましょうということです。

　故に、講義テーマの現金だけを果たしてこのまま持ち続けて良いのだろうか？ということに最終繋がります。

　実を言いますと、2時間では少し足りなかった感も残るのですが、皆さんの今後の資産運用の一助になれればと

願っています、本当にありがとうございました。

内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's内海雅弘Y's

□趣味

　ゴルフ？

□好きな言葉・座右の銘

　おもしろきこともなき世をおも

しろく（高杉晋作）

□仕事の内容

　タイル張り職人

□私の性格を一言で言うと

　単純

□クラブについて一言

　最優秀クラブ賞　がんばってGET

しましょう！

□その他

的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's

日時：

場所：

日時：

場所：

□趣味

　マラソン（最近さぼり気味で

すが・・・）

　家族でフェスに参加していま

す！この間 京都大作戦に

行ってきました！

□好きな言葉・座右の銘

　平常心

□仕事の内容

　左官工事　壁塗っています。

　京都迎賓館の聚楽壁塗りまし

た！

□私の性格を一言で言うと

　人畜無害

　温厚篤実

田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's

　1月25日の役員会終了後、市内にある炭

火焼き木石さんにて新年会&親睦会を行

いました。今期も残り半期となり、最優秀ク

ラブ賞を目指し団結して頑張ろう！っと誓

いあいました。役員会以上に活発な意見

が飛び交い充実した時間を皆で過ごせた

かと思われます。

□クラブについて一言

　いろんな事をたくさん学ばせて頂

いております！

□その他

　次期は地域奉仕・環境事業主任と

してがんばります！

倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's



EMC親睦旅行EMC親睦旅行EMC親睦旅行EMC親睦旅行 サッカー大会サッカー大会サッカー大会サッカー大会

（月）（月）（月）（月） ドッジボール大会ドッジボール大会ドッジボール大会ドッジボール大会 次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会次期会長・主査研修会

（水）（水）（水）（水） ＴＯＦ例会ＴＯＦ例会ＴＯＦ例会ＴＯＦ例会 （日）（日）（日）（日） 卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会卒業リーダー祝会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会 全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会全国車いす駅伝競走大会

（日）（日）（日）（日） チャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリングチャリティーボウリング （水）（水）（水）（水） CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会CATT合同例会

ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会ミニバスケットボール大会

（金）（金）（金）（金） ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会ぐんぐんハウスお疲れさま会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

１．三条本館耐震補強・施設改修工事進捗状況だより

耐震補強工事 進捗：　本部、専門学校の事務所が三条本館１階事務所に移動いたしました。

　２階の保育所工事を除く各階の耐震補強工事、エレベーター工事は作業完了しました。１月からは２階に開設す

る保育所の内装工事、三条通側の駐輪場と元テナント前の、保育所の園庭工事が本格化しています。

◆ １階及び３階教室について、１月から３月の会議の予約を受け付けております。

　会議室予約受付：　京都ＹＭＣＡ本部（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８

◆ワイズメンズクラブ宛ての書類等のトレーキャビネットが、三条本館１階事務所に移動しました。

◆会館の出入口が一部変更しています。変更箇所は三条通側の会館壁面に掲示しています。

２．創立１２９年記念会員集会

　いよいよ４月にＹＭＣＡ三条保育園が開園します。

　保育・幼児教育の現状と課題をふまえ、なぜ京都ＹＭＣＡが保育園を開設するのか、何を大切にして保育をする

のかをお伝えいたします。また、私たち会員が保育園にサポートできることは何か、共に考えます。ＹＭＣＡに集う

会員の皆様、地域全体で、生涯にわたる生きる力の基礎を培う子どもたちを育み、笑顔があふれる保育園となる

よう共に知恵を出し合いましょう

日　　時：　２月９日（金）午後７時～９時

テーマ：　京都ＹＭＣＡがおこなう子育て支援

場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館マナホール

14日14日14日14日

14日14日14日14日

2月2月2月2月 3月3月3月3月

12日12日12日12日

4～5日4～5日4～5日4～5日 3～4日3～4日3～4日3～4日

22日22日22日22日

25日25日25日25日

11日11日11日11日

29日29日29日29日

17～18日17～18日17～18日17～18日

10～11日10～11日10～11日10～11日

23日23日23日23日

３．ネパールチャリティーバザー

　　ネパールＹＭＣＡ支援のための国際協力募金拡充を目的に「ネパールチャリティーバザー」を開催いたします。

耐震補強・施設改修工事に伴い、例年とは実施内容を多少変更しての開催となります。ご支援の呼びかけ、ご参

加をお願いいたします。

　

　日　　時：　２月１２日（月・祝）　午前１１時～午後３時

　場　　所：　京都ＹＭＣＡ 三条本館地階・１階（一部）

　目　　的：　ネパールＹＭＣＡが運営する児童養護施設支援への募金活動

　内　　容：　物品バザー、ネパールカフェ（予定）

４．ピンクシャツデー

　ピンクシャツデーは、２００７年にカナダで始まり、世界中に広まったいじめ反対運動です。毎年２月の第４水曜日

がピンクシャツデーとして定められ、賛同者はピンクのアイテムを身に付けることで「いじめ反対」の意思表示をし

ます。今年は、２月２８日（水）がピンクシャツデーです。

　京都ＹＭＣＡでもピンクシャツデーを実施し、被害者の自己肯定感を下げ、自信と生きる力を奪う「いじめ」をなくし

ていくことを地域・社会にアピールしたいと考えています。ピンクのアイテムを身に付け、いじめについて考える１日

となるよう、ぜひご協力ください。



2018年2月4～5日

潮騒と木もれびの宿 ふじわら他

日時：

場所：


