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　クラブメンバーの皆様、春を迎え、また新しい気持ちでスタートを季節がやって参りました。元号も変わ
ることとなり、慣れ親しんだ『平成』から『令和』の時代を迎えます。十人十色、千差万別、それぞれ違う
『令和』になっていくとは思いますが、皆様にとって良い時代の幕開けになりますように。
　そしてこのブリテンが平成最後のブリテンになるのでは。。。
　さて、このタイミングで忙しくなってくるのは世の時代だけではありません。本田会長期もおおずめに差
し掛かり、『いよいよ』次期、八木期が始まってきております。この場をお借りして、三役、委員長を引き受
けてくださった皆様に感謝申し上げます。またすべてのメンバーの皆様よろしくお願い致します。
　先日、次期会長・主査研修会に行って参りました。正直、不安だらけでの参加でしたが、京都部長や役
員の皆様、他クラブの会長さんたちと色々と話をしていく中で、少しずつですがやるべきことが見えてきて
いるような気がしています。 ここに書くべきことかわかりませんが、今期は、EMC主任、主査を我がクラブ
から輩出することもあり、メンバー増強に力を注ぎたいと思っています。前半にダッシュをかけるつもりで
すので、皆様にもご協力の程、よろしくお願い致します。

　令和元年！八木期元年！！（1年だけですが。。。）　明るく、楽しく、元気よく、真摯に参りますので、よ
ろしくお願い致します。
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京 都 部 主 題 永遠の絆　　Will The Circle be Unbroken. 会 計 ：

あなたがたは知らないのか。自分のからだは、神から受けて自分の内に宿っている
聖霊の宮であって、あなたがたは、もはや自分自身のものではないのである。

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。

　『いよいよ』

八木薫史 副会長

メンバー１人ひとりがYMCAの新しいブランドコンセプトを理解し、YMCAサービス・
ユース事業に積極参加すれば、あなたのクラブも「よくなっていく」ことでしょう。

YMCAサービス
ASF

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：

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

TO　ACKNOWLEDGE　THE　DUTY　THAT　ACCOMPANI　EVER　RIGHT Chartered

The Y's Men's Club of 10ｔｈ.July1994

4月号

Kyoto Tops 第25巻

第10号

通巻297号



2019年3月14日
マリアージュグランデ

2018年3月2～3日
おおい町

日時：
場所： 舞田智之Y's

日時：
場所：

タイル張り

目地に接着剤を用
いない工法で美しく
頑丈に仕上げる。
小学校の体験教室
にも出講。
（京都新聞より抜粋）

　３月は四クラブ合同のCATT合同例会でした、よく会う方、お久しぶりの方の面々がいらっしゃって自クラブの例
会とは違う雰囲気です！会場も違うのでこちらも新鮮な感じです！
　内容はギターのピッキング奏法が得意な押尾コータロー風ギタリストの方の演奏(お名前忘れました(笑))　演奏
もそうですが、ご夫婦での間のトークにほのぼのさせられました、
　例会は沼津から多数のゲストが参加頂いて、こちらもワイワイと賑やかに交流ができました、通常の例会の雰囲
気も良いですが、やはり交流が出来るこのような例会はやはりY'sの醍醐味やなーと感じました、４月もトゥービー
さんパレスさんとの合同例会ですのでこちらも楽しみです。

トップスメンバーの的場幸生Y's



2019年3月16日
横大路体育館

2018年3月9～10日
大阪コロナホテル

　第6回京都ミニバスケットボール大会が、3月16日土曜日・17日日曜日京都市伏見区の横大路体育館で開催さ
れた。京都府下から小学生男女各8チーム参加。熱戦が繰り広げられ多いに盛り上がった。我がトップスクラブ
は、Yサの重要イベント恒例、豚汁提供をおこなった。
　前日から、的場Yサ委員長のリーダーシップのもと、我がトップスクラブ本田会長もみずから今年も参戦。包丁を
握りしめ、仕込みをしたとの事。その他多くのメンバーがリトリートセンター厨房に集合し、仕込みを完了した。的場
委員長の軽トラックに無事、寸胴鍋を積載。準備よし‼当日は、およそ360杯の豚汁を、スムーズに参加者の選手
達、保護者の皆さんに提供した。
　あいにく、16日土曜日は大変な天気。朝から大雨、強風であった。にもかかわらず、豚汁を提供する時には、
すっかり雨は止み、風は止まり明るい日差しが差し込んだ。やはり、我らの日頃の精進のおかげであろうか？当
日は、およそ360杯の豚汁を、スムーズに参加者の選手達、保護者の皆さんに提供した。
　ひとつ嬉しかった事があったので報告する。この大会に、以前から子供さんが出場されておられる保護者の方の
お話です。　『毎年、この豚汁を楽しみに大会に参加しています。いつもありがとうございます。実は、今年で子供
が卒業なので、この豚汁食べるの、これで最後です。もっと食べたかった。毎年、楽しみにしておりまして〜。本当
にありがとうございました。 もう、来年から食べられないな〜。』と感慨深げにお話しておられました。
　楽しみにしておられる方が、こうしておられることが、我々の励みになります。やって良かったなぁつて言う、嬉し
いひと時でした。皆様に感謝申し上げます！
　まだ、ご参加された事のないトップスメンバーの皆様、お仕事やご家族の用事でお忙しいかもしれませんが、是
非一度ご参加されてはいかがでしょうか⁉
　私も、参加出来ない事が多いですが、参加できる時は精一杯やろうと思ってやっております。ボランティア活動の
楽しさを是非皆さんとご一緒に味わいましょう！！

場所： 岡本昭義Y's

場所： 山下大輔Y's

日時：

　次期京都部EMC主査を勤めさせて頂く為に、先日行われました次期会長、主査研修会に出席して来ました。
　次期に向けての西日本区理事を始め時期の主任の方針や行き込みの発表を聞いて来ました。何より、その会
場では次期会長の八木会長を始め、LD委員というその会の段取りをはじめ設営をして下さってる船木委員長、今
西Y's、的場Y's、今期のYｻ主任の倉主任、西日本区事務局長の河合Y's、次期EMC主任の牧野Y'sと、トップッスク
ラブのメンバーがたくさんいて大変心強く堂々とさせて頂きました。
　こうして、心強くいさせてもらえるのも、このトップスクラブを作られてきた先輩方のおかげで今があると思いま
す。お話を聞くと昔は、弱小クラブとも言われてこられたともお聞きしてます。それが今では、トップスクラブさんは
凄いですね！とよく言われます。その、嬉しい気持ちを引き継いでいきたく思う気持ちで今はいっぱいです。
　そこで、EMC主任、主査と出て行く来期は当然の事ながらトップスクラブここにあり！と色んな方面でワイズ活動
にトップスクラブの名前を残せたらなと思います。
　来期も、ドンドンと盛り上げて西日本区で一番のクラブに皆でして行きましょう！！！

日時：



（水） お花見合同例会 （水） 通常例会
（土） 次期役員研修会 （土） T&F合同ゴルフコンペ
（日） 夜桜フェスタ （日） チャリティーラン
（月） YYYフォーラム （水） 役員会
（水） 役員会

（京都新聞より抜粋）

トップスメンバーの神谷修平Y's

２．京都部YYYフォーラム
　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ことを通じて
交流する機会です。
日 時　　４月１５日（月）　午後７時 ～ ９時
会 場　　京都YMCA三条本館 マナホール
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：　　安田良平氏「京都ハンナリーズ事例から、人を集める秘訣の全て」
　　　　②グループミーティング、発表まとめ
申込み　　京都部YMCAサービス・ユース主査　松崎和彦さん　E-mail kazuhiko@abox23.so-net.ne.jp

３．第14回京都YMCAインターナショナル・チャリティーラン2019 inかもがわ　参加・協賛申込受付
　YMCAがおこなう障がいのある子どもたちの活動（キャンプなど）のチャリティーイベントです。
日　時　　５月１９日（日）
会　場　　鴨川公園特設コース
申込み  （参加）リーフレットの専用振替払込用紙に必要事項をご記入の上、
郵便局にてお振込みいただくか、大会HP（http://kyotoymca.or.jp/c-run）の
メールフォームよりお申込みください。
　 (協賛) リーフレット同封の協賛申込書にご記入の上、
事務局宛にFAXをお送りください
　　（FAX番号：075-251-0970）。

□クラブに付いて一言
　活気あふれるクラブになりました。日本一～世界一を目指しましょう。
様々な個性がが混在するトップスクラブ、メンバー一人一人が「何かする」
じゃなく、「何ができるか」を考えて頂ければ楽しいクラブになります。
それぞれの立場や環境により違いが有ります。あなたの出来る事を考えて
みて下さい。
　今なにも出来なくても良いんじゃない(^_-)-☆

□その他
　トップスの皆様！2011年から西日本区へ出させた頂き、良い経験をさせ
て頂けました。
　この経験をクラブに生かせれば良いなと思ってます。ありがとうございま
した。Y'sly

船木成一Y's

24日

10日
13日

15日

4月

１．リトリートセンター夜桜フェスタ
　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１４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
問合せ　　京都YMCAリトリートセンター事務局（三条本館６Ｆ）
（ＴＥＬ）０７５-２５５-４７０９/（ＦＡＸ）０７５-２５５-２０８７
　　　　　　※無料送迎バスもあり（定員になり次第締切）

5月 8日

□趣味
　スニーカー集め・ロードバイク・
　trip　alone・孫とのふれあい

□好きな言葉・座右の銘
　であい・ふれあい・みがきあい

□仕事の内容
　保険代理業
　（法人・個人のリスク管理）

□私の性格を一言で言うと
　いまだに分からない

15日
14日 19日

29日


