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　２４期会長を今回勤めさせて頂きまして本当に有難う御座いました。

　昨年に会長をさせて頂く事になり会長主題として、Heart to Heart（心と心で繋ぐトップスの輪）を掲げさせて頂

き、目標として西日本区大会では最優秀クラブ賞を目標にとしてトップスクラブの輪を今まで以上に強くして行きた

いとの思いで一年間走ってきました。結果西日本区大会では理事特別賞と言う結果でしたが、言えば西日本区の

最優秀クラブ賞を取る事が本当の狙いでは無くその目標に向けてトップスクラブメンバー全員が一つになれたか

が僕の目標でした。正直、自分の中ではまだまだ出来る事もあった事や個人個人へのモチベーションUPへ繋げな

かった事は反省点として受け止めてます。

　今回大変勉強させて頂いたのは、個々のモチベーションや優先順位や人の気持ちの変動等は、やはり相当難し

い課題と改めて実感いたしました。今後、の課題にもなるかなとも思います。

　しかし、この一年を通じて他クラブの方との出会い、他の地域の方々との出会いに大変感謝しております。ワイ

ズメンズクラブに入って無ければこの様に色んな人との出会いも無かったなと思います。皆さんもこの様なすばら

しいクラブに入っているのですから自分の為にも一歩外へ出て行く楽しさを見つけて頂ければなあと思います。外

へ行けば自クラブの良い所が見えてきたりしてもっともっと自クラブ愛が生まれてくると思います。これからは、自

分磨きに色々な所へ出て行ってクラブライフを楽しんで欲しいと思います。自分が経験したからこそお伝え出来る

事だと思いますので是非とも実践してみて下さい。

　最後になりますが、この一年間僕の会長期をサポートして頂きました三役さん並びに各委員長、ご協力してくだ

さった皆様方にはこの場をお借りして感謝の御礼を申し上げます。

　本当に一年間暖かく見守って頂き有難う御座いました！

評価・計画

10の目標のうち、5割達成できれば上出来。さあ、あとひと月、あなたの目標達成度を、

あと1割引き上げましょう。実践を通して。
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思い煩いは、何もかも神にお任せしなさい。神が、あなたがたのことを心にかけていてくださ

るからです。

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。
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2018年5月9日

梅津中学校

2018年5月12日

熊本YMCA 

2018年5月16日

センチュリー・シガ・ゴルフクラブ

日時：

　5月ドッチボール例会が5月9日梅津中学校にて開催されました。私がYサ委員長期にも滋賀県で開催されたドッ

チボール大会へ応援に行きましたが私が想像していた物とは大きく違いチーム一丸となりフォーメーションを組み

闘い、会場の雰囲気も応援されている方々も非常に熱狂的だった事を思い出します。

　今期山下会長肝入り企画！子供達との交流の場にドッチボール例会を開催されました。終ってしまえばどうって

事のない例会のように感じますが、この例会を実現するにあたり三役の皆様や委員長の気苦労は相当だったの

ではないでしょうか？当日はお陰様で老若男女とわずメンバー全員が子供のようにはしゃぎまわり楽しんでまし

た。私の独断と偏見でドッチボール例会MVPを2名発表するなら！まずは寺内ワイズ！男達の豪速球を見事に

キャッチ！本当にビックリでした。そして笠井ワイズ！年齢を感じさせないフットワークと熱い気持ちに感動しまし

た！本当に良い例会だったと思います。最後になりましたが例会の準備をしていただいたメンバーと子供達を連

れ参加頂きました山田連絡主事や父兄の皆様に感謝致します。これからもこの様な例会が毎年継続して開催さ

れる事を願っております。

日時：

場所：

場所：

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



2018年5月12日

ホテルヒューイット甲子園

東日本区大会東日本区大会東日本区大会東日本区大会 （水）（水）（水）（水） サバエワークサバエワークサバエワークサバエワーク

西日本区大会西日本区大会西日本区大会西日本区大会 （水）（水）（水）（水） サバエワークサバエワークサバエワークサバエワーク

（土）（土）（土）（土） 引継例会引継例会引継例会引継例会 （水）（水）（水）（水） キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会キックオフ例会

（日）（日）（日）（日） リトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワークリトセン夏季準備ワーク （水）（水）（水）（水） 役員会役員会役員会役員会

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会
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24日24日24日24日

1日1日1日1日

8日8日8日8日

日時：

場所：

□クラブについて一言

　いつもありがとうございます。

□その他

□趣味

　読書、映画鑑賞

□好きな言葉・座右の銘

　初心忘るべからず

□仕事の内容

　建築の設計、監理（主に住宅）

□私の性格を一言で言うと

　愛すべき酔っ払い

□クラブについて一言

　ギスギスしないで楽しくしたいで

す。

□その他

巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久Y's巴山直久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

16日16日16日16日 11日11日11日11日

28日28日28日28日

25日25日25日25日

7月7月7月7月

□趣味

　ゴルフです。好きなだけです

が

□好きな言葉・座右の銘

　人間万事、塞翁が馬

□仕事の内容

　保険会社

□私の性格を一言で言うと

　ガンコ

内田勝Y's内田勝Y's内田勝Y's内田勝Y's

　皆さん、お疲れ様です。先般、5月12日(土)に、広島クラブ、近江八幡クラブ、西宮クラブ合同の、70周年記念例

会(合わせて210年)に、行って来ました。

　前日には、熊本ヤングクラブさんに、訪問し、交流を深め、そのまま、朝の飛行機と自家用車で、繋ぎながら、会

場のある、甲子園まで移動し、参加して来ました。

　3クラブ合わせて、210年、1クラブ70周年って、ちょっと、想像もつかない程の、年数で、どんな方達が、いらっしゃ

って、どんな雰囲気で、例会&懇親会が、執り行われるのか、興味があり、来期のトップスクラブの活動にも、役に

たつのでは？と、思いながら、周りを見て、観察していました。

　その中で、一番、感じたのは、そんなに、元気がある！とか？若いとか？というより、歴史を大事にして、これか

らも、今いるメンバーが、盛り上げて、存続して行く�　という気持ちと気迫を感じました☺
　また、広島クラブさんは、トップスとしては、DBC先の候補として、本田期には、お付き合いして行く予定なんで、

現会長、次期会長の方々にも、ご挨拶させて頂き、とても、有意義な、記念例会への参加になりました。

　我々、トップスクラブは、70年の半分も、歴史は、ないですが、中身は、濃いいクラブにして行きたいと思っており

ます。



2018年5月27日

京都YMCAリトリートセンター

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。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

　皆様お疲れ様です。CS委員長をさせて頂きます的場です。2018年5月27日（日）リトリートセンターにて今期最後

のCS事業であるぐんぐん焼肉交流会が行われなした。

　今期はCS委員長としての責務を背負い参加になりましたが、快晴に恵まれ暑いぐらいの気候の中、たくさんのメ

ンバーに参加して頂きTOPSらしいとても楽しい時間を過ごさせて頂きました。

　美代子ママ、山下メネット、小林Y,s、寺内Y,sの女性陣の手際の良い段取りに感心し、河原正浩Y,sの焼きそば・

船木Y,sの窯焼きピザの美味しさに感動するなど・・・・何よりもお肉の美味しさは最高でした！

　また、ぐんぐん施設の方達と一緒に遊んだり歌ったり、最後には手作りのペンダント頂いたりと貴重なな経験をさ

せて頂きました。

　たくさんのメンバーのご協力のおかげで1年間事業を終えることが出来ました。心より感謝申し上げます、本当に

ありがとうございました。

　次期はYサ委員長を拝命しますので、次期も引き続き皆さんのお力添えをよろしくお願い致します。

場所： 的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's的場幸生Y's

1．YMCA三条保育園 開園感謝会

4月に開園したYMCA三条保育園の開園感謝会を開催します。ぜひご参加ください。

日　　時：　6月3日（日）　午後1時30分～3時30分

場　　所：　京都YMCA地階マナホール

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／hoikuen@kyotoymca.org）

2．サマーキャンプ・サマープログラム受付　

　今年も夏休み中の子ども達のためのサマーキャンプとスイミング・体操のサマープログラムを実施します。

　会員の方のお申込期間は以下の通りです。ぜひご参加ください。

　お申込み期間：　（Web）6月4日（月）～

　　　　　　　　　（電話）6月12日（火）10:00～

　お申込み先：　京都YMCAウエルネスセンター

　　　　　　　　（Tel）075-255-4709　（Web）https://e-ymca.appspot.com/kyoto/index

3．ホタルの夕べ

バーベキューをしながら、リトリートセンターのホタルを鑑賞して初夏の夕べを楽しみましょう！

ご参加をお待ちしております。

日　　時：　①6月15日（金）午後7時～　②6月16日（土）午後7時～

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　1,500円 ／幼児　無料

　　　　　　※参加費は当日、リトリートセンターにてお支払いください。

申込締切：　6月9日（土）

お問合せ・お申込み：　京都YMCAリトリートセンター事務局

　　　　　　　　　　　（Tel）075-255-4709 ／（Fax）075-255-2087

　　　　　　　　　　　（E-mail）retreat@kyotoymca.org

日時：


