
山下大輔山下大輔山下大輔山下大輔

牧野篤文牧野篤文牧野篤文牧野篤文

本田正人本田正人本田正人本田正人

廣田隆治廣田隆治廣田隆治廣田隆治

河合博之河合博之河合博之河合博之

舞田智之舞田智之舞田智之舞田智之

田頭邦彦Y's　選 巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久

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　6章25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 3 月 円 3 月現金 円 3 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

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

4月号4月号4月号4月号

Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻

第10号

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 

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！】！】！】！】

通巻285号

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：：：：

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

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 ：：：：

だから、言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで

何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。

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。

YYYYササササ委員長委員長委員長委員長になってになってになってになって

東剛士YMCAサービス・ユース事業委員長東剛士YMCAサービス・ユース事業委員長東剛士YMCAサービス・ユース事業委員長東剛士YMCAサービス・ユース事業委員長

YMCAサービ

ス

ASF

YMCAと共に互いの立場と責務を理解し“明日のリーダーを今日育てる”若者（ユース）

の為のワイズであろう！

　いつもお世話になっております、今季YMCAサービスユース事業委員長をさせていただいています東です。山下会長

期も残すところ3ヶ月となり私もようやくYサ委員会というものがわかってきたように感じます。

　私は小学生の時に三条YMCAのスイミング教室に通っていました。その時からあまり真面目な性格ではなくよく見学席

でサボっていたのですが。。。　なんにせよ、今回Yサ委員長をすることによってワイズに入って初めてYMCAとワイズの

関係を知り、活動のお手伝いをすることによってYMCAに来ているリーダーや子供たち、スタッフと出会うことができたの

はとても大きな経験でした。

　トップスのメンバーの中にもYサ・CS委員会の熟練委員さんがたくさんおられますが、皆さんがこの委員会にハマる理

由がよくわかりました。

　バスケットボール大会やドッジボール大会などで、子供たちの真剣にプレーする表情を見るとこちらまで熱くなってし

まって、日々いかに省エネルギーで生活するかを考えている自分を見つめなおす良い機会を与えてもらえます。

　また、その子供たちをまとめる大学生リーダーも素晴らしい人材がそろっています。先日リーダー卒業祝会に参加して

彼らの真面目で子供たちへの真摯な態度を感じてきました。ぜひ皆さんにも一度出席していただきそれを感じていただ

けたらなぁと思います。

　また、そのリーダーたちを支えるスタッフの方々がいてくれて、さらにワイズメンはみんなの活動ができるようにサポー

トする。書くと簡単な流れですが実際は一人一人のサポートが最終的に子供たちに大きな影響を与えていることをとて

も嬉しく思います。

　引き続き山下期の委員長を全うして、以後もYMCAの活動に関わっていきたいとおもいますのでよろしくお願いいたし

ます。
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2018年3月14日

ウェスティン都ホテル京都

2018年3月8日

メルパルク京都

（水）（水）（水）（水） お花見例会お花見例会お花見例会お花見例会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会次期役員研修会 （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

（火）（火）（火）（火） YYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラムYYYフォーラム （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

（土）（土）（土）（土） 「みんながつながる」YMCAデー 「みんながつながる」YMCAデー 「みんながつながる」YMCAデー 「みんながつながる」YMCAデー （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

（木）（木）（木）（木） 夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ夜桜フェスタ

日時：

場所： 飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's飯岡俊和Y's

4日4日4日4日 26日26日26日26日

　３月８日メルパルク京都にてトップス経営塾第２弾が開催され

ました。今回の講師はトップスクラブの牧野ワイズの幼馴染でも

あり人材派遣会社㈱クリスタルの社長に就任し、現在はＦＣ大阪

サッカーチームの会長としてＪリーグ入りをめざしておられる吉澤

正登さんをお迎えして熱く語っていただきました。

　㈱クリスタルの社長就任時に１０万人に社員のトップとして年

商５６００億企業に築きあげられた経営戦略など私には想像もつ

かない規模の世界の話かと思いつつ参加していましたが、そこ

に至るまでの様々な経験談などをお聞きして改めて自分自身の

仕事・会社・経営に関して見つめ直す機会をいただきました。トッ

プス経営塾第２弾もすばらしい講演でした。参加して良かったで

す。最後に、今回のトップス経営塾を段取りしていただいた牧野

ワイズ、青山ＥＭＣ委員長ありがとうございました。

5月5月5月5月

25日25日25日25日

4月4月4月4月

9日9日9日9日7～8日7～8日7～8日7～8日

　平成30年3月14日(水)、ウェスティンミヤコホテルでトップスを含めた4クラ

ブの合同例会としてCATT合同例会が盛大に開催されました。この合同例

会のメインイベントはラグビー元日本代表の大畑大介氏による特別講演で

した。大畑氏の講演を聴講して感じたことは、目標設定の仕方に問題があ

るのではなく、自分次第でなんとでもなるということです。大畑氏はスポーツ

というフィールド、私は飲食店経営というフィールドとフィールドは違えど、何

らかの目標を設定しその目標に向け努力する過程は同じです。その目標を

達成するために努力をするわけですが、なかなか達成できない場合、気持

ち的にも落胆し、挫折もすることもあります。「こんなことを続けていて意味

があるのか？」このように思うはずです。しかし、達成できるという根拠はあ

りませんが自信を持ち続ければ達成できるはずなのです。今回の公演タイ

トルにもなっている「根拠のない自信を信じろ」が大切であるということを、大

畑氏の講演を聴講して改めて実感しました。

日時：

場所：

10日10日10日10日

22日22日22日22日

14日14日14日14日 27日27日27日27日

倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's倉卓也Y's



2018年3月10・11日

新大阪コロナホテル

2018年3月17・18日

横大路運動公園体育館

2018年3月3日 2018年3月15日

リーガロイヤルホテル京都 広島YMCA

日時：

日時：

場所：

　３月１０日(土)１１日(日)、新大阪コロナホテルにおいて次期会長主査研修会が開催されました。当クラブからは

本田次期会長、倉次期地域奉仕環境主任、河合次期事務局長、東田次期ＰＲ委員長、牧野篤文特別講師、船木

ＬＤ委員長、今西ＬＤ委員の７名が参加されました。牧野講師の大絶賛の講話と本田次期会長の勢いのある素晴

らしい挨拶がありトップスクラブの隆盛を印象付けた研修会だったと思います。次期の役員の方は、御足労ですが

クラブの為、日本国の為に頑張ってください。その後のお疲れ様会は、過去最高の出席人数でおおいに盛り上が

りました。

今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's今西宏樹Y's

日時：

場所：

日時：

場所：

場所：

□趣味

　お料理

□好きな言葉・座右の銘

　感謝

□仕事の内容

　クラブ　サービス業

□私の性格を一言で言うと

　単純

□クラブについて一言

　参加しているだけですがこれから

もよろしくお願いします。

□その他

小林郁佳Y's小林郁佳Y's小林郁佳Y's小林郁佳Y's



2018年3月3～4日

福井県おおい町総合運動公園サッカー場

４．リトリートセンター夜桜フェスタ

　今年もリトリートセンターで夜桜フェスタを行います。春の香り漂う自然を感じつつ、ライトアップされた幻想的な

八重桜をお楽しみください。

日時　　４月２２日（日）午後４時～７時

会場　　京都YMCAリトリートセンター（宇治市二尾宇川１８）

参加費　　大人（中学生以上）　２，０００円/名、小学生　１，０００円/名、幼児　無料

チケット販売　　京都YMCAリトリートセンター事務局（三条本館６Ｆ）

お問合せ　　（ＴＥＬ）０７５-２５５-４７０９/（ＦＡＸ）０７５-２５５-２０８７

　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）retreat@kyotoymca.org

※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

場所：

日時：

１．YMCA三条保育園 開園

　京都YMCA三条本館の耐震補強・改修工事が終わり２階フロアにYMCA三条保育園が開園します（入園式　４月

２日（月））。後日、会員の皆様を対象に、お披露目会を予定しておりますので、ぜひご参加ください。

【YMCA三条保育園お披露目会】詳細は後日ご案内いたします。

２．YYYフォーラム

　今年のYYYフォーラムは、仲間を増やし、定着してもらえるコミュニケーションをテーマに開催します。ワイズメン、

YMCAスタッフ、ユースボランティアリーダーが、立場や世代を超えて共に考え、アイディアを出し合う機会です。ぜ

ひご参加ください。

日時　　４月１０日（火）　午後７時 ～ ９時

会場　　京都YMCA三条本館 マナホール

対象　　ワイズメンズクラブメンバー、京都YMCAスタッフ、ユースボランティアリーダー

内容　　新しいメンバー（リーダー）をどのように増やし、組織を活性化していくか

　　　　①基調講演：　吉原　亜美　氏「陽のコミュニケーション～絶対的に強運の人が大切にしている事～」

　　　　②グループミーティング、発表まとめ

お申込み　　別途ご案内いたします。

３．「みんながつながる」YMCAデー

　東日本大震災から7年、そして熊本地震から2年。見た目の復興が進むとともに、人々の意識が弱まり、支援活

動も少なくなりつつあります。しかしその一方で、継続的な支援活動はこれからも必要です。

　中日本地区YMCAでは、震災被災者の支援活動にご協力を呼びかけること、被災された方々の復興へ後押しと

すること、またリブランディングによって生まれ変わったYMCAを多くの方に知っていただくことを目的に、２０１８年

シーズン阪神タイガース主催、対東京ヤクルトスワローズ戦を協賛します。ぜひご参加ください。

日時　　４月１４日（土）　午後２時 試合開始

会場　　阪神甲子園球場

お申込み方法　　各クラブで以下の①②を取りまとめいただき、京都YMCA事務局までご連絡ください。

　　　　　　　　①チケット付チャリティー協力（大人4,000円×＿＿口、子ども2,500円×＿＿口）

　　　　　　　　　※当日試合観戦にお越しいただく方のお名前をお知らせください。

　　　　　　　　②チケット不要でチャリティー協力のみ（一口3,000円）

お申込み・お問合せ　　京都YMCA三条本館１階事務局（担当 藤尾）

　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ）０７５-２３１-４３３８/（ＦＡＸ）０７５-２５１-０９７０

　　　　　　　　　　　（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org


