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メンバー数 （広義会員3名含む） 名
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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

（水）（水）（水）（水） 納涼例会納涼例会納涼例会納涼例会 （日）（日）（日）（日） 京都部部会京都部部会京都部部会京都部部会

20・21日20・21日20・21日20・21日 青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ青い空と白い雲のキャンプ （水）（水）（水）（水） 部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会部長公式訪問例会

（土）（土）（土）（土） BBQ例会BBQ例会BBQ例会BBQ例会 （木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

（日）（日）（日）（日） リトセン秋季準備ワークリトセン秋季準備ワークリトセン秋季準備ワークリトセン秋季準備ワーク （土）（土）（土）（土） エイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラムエイズ文化フォーラム

（木）（木）（木）（木） 役員会役員会役員会役員会

8月8月8月8月 9月9月9月9月 10日10日10日10日9日9日9日9日

31日31日31日31日

28日28日28日28日

94 0 19,000 118,066 400

13日13日13日13日

27日27日27日27日 30日30日30日30日

19日19日19日19日

1

0

月月月月

報報報報

告告告告

46 0

0

0

7777

50

1 0 19,000 118,066

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 ：：：：

こうしてあなたがたは、地上に残された時を、もはや人間の欲望のためでは

なく、神のみこころのために過ごすようになるのです。

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。

今期宜今期宜今期宜今期宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします

副会長　本田正人副会長　本田正人副会長　本田正人副会長　本田正人

Youth

Activities

ユースと共にYMCAを尊重し、ワイズメンズクラブとしての責任と協力を果たし、互いの

理解を深める為のプログラムを推進しましょう。
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　こんにちわ～‼　今期、山下会長を支えるべく、また、次期会長として、三役を務めさせて頂く事になった、副会長

の本田です。

　私自身、入会したのが、高坂期で、河原期で、ファンド委員長を経験し、息つく年が、1年あって、次期会長を受け

させて頂き、三役での、一年間に、なります。私的には、来年の会長期に向けての、勉強の一年になるのと、トップ

スクラブでの、若手の代表格である、山下会長を全力で、サポートして行く覚悟でいます。

　とにかく、自分の出来る事は、何でも、積極的に、行動は、したいと思っています。また、委員長の皆さんへも、積

極的に、交わって、出来る事は、やっていきたいと思っています。

　山下期から本田期に、移って行く時に、スムーズな、引き継ぎが、自分自身で、出来る様に、して行きたいと考え

ています。

　皆さん、一年間宜しくお願いします。

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 
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2017年7月12日

ウェスティン都ホテル京都

　２０１７年７月１２日(水)ウェスティン都ホテル京都西館コスモスホールにて、第２４期山下会長の船出となるキック

オフ例会が開催されました。振り返ってみますと、１９９４年３月２０日パークホテル堀川の間に於いて、２５０名の

出席者のもと、キャピタルクラブ１０周年記念例会時に、京都トップスワイズメンズクラブ設立記念式典と東京クラ

ブとの国内ＢＣ締結式が開催されました。記念エクステンションとして「トップスクラブの設立経過報告」の後、若き

２３名のチャーターメンバーがそろって壇上へ上がり、初代小仲会長のもと、平均年齢３５歳の若さで皆、輝いてい

ました。同年７月１０日ニューキョウトホテルにて１７０名の出席者のもと、チャーターナイトを迎える事となりまし

た。２３年が経過し、本年度で２４年目を迎えますがここに至る迄、様々な事が起きメンバー激減時には、合併話し

まで出ていました。多くの苦難を乗り越え、今に至っています。山下会長の所信表明は素晴らしい。心のこもった

話しは、聴いている人が何かを感じます。今期の会長主題は「Ｈｅａｒｔ　ｔｏ　Ｈｅａｒｔ心と心で繋ぐトップスの輪」この

意味は、メンバー間の交流をより活発にし、心と心でお付き合いが出来るようになれば、クラブ全体素晴らしい事

業も出来、各メンバーから刺激を受け人としての成長を促し、それぞれの仕事・家庭・友人が円満に潤滑される意

味と、私は解釈しています。山下会長は「皆で目指そう最優秀クラブ賞」と大きく出られていますが、会長主題を考

えられた時の初心を忘れず邁進すれば、必ず狙える位置にあると確信します。メンバーの皆様の御協力をお願い

致します。キックオフ例会は通年総会を行っています。今期も会食後、総会を終え閉会されました。今期、山下会

長を多いに盛り上げて行きましょう！

日時：

場所： 新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's新山兼司Y's



2017年7月27日

焼肉ダイニング甲

2017年7月30日

舞鶴YMCA

日時：

場所： 河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's河合博之Y's

日時：

場所： 田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's田頭邦彦Y's

　7月27日(木)第一回役員会がありました。その後、今期委員長&会長&河本Y'sとで食事しながらの決起集会を行

いました！みんな和気あいあいと親睦を更に深め一年間がんばって行こうと誓いあいました。

この小さな和が一年後大きな輪となることでしょう！！

　平成29年7月30日（日）18：00～21：00　＠舞鶴YMCA国際福祉専門学校にて北京都フロンティアクラブの7月例

会に参加。京都部竹園部長をはじめ、京都ZEROクラブ、京都グローバルクラブ、京都ウェルクラブ、京都ウイング

クラブ、京都ウエストクラブ、京都トップスクラブ、大阪からは泉北クラブ、大阪土佐堀クラブが参加し北京都フロン

ティアクラブを加えた9クラブが集結。また舞鶴の障がい者施設の利用者の方も参加され総勢90名にも及ぶ盛大

な例会となりました。メインは舞鶴市最大イベントのひとつ、「みなと舞鶴ちゃった祭　花火大会」まだまだ、舞鶴の

地ではYMCA、ワイズメンズクラブの知名度は低いようで、今回の例会は地域広報の一助になっていると思いま

す。今後も継続してこのようなイベントを開催していただき、地域広報、他クラブ交流の活躍を新鋭北京都フロン

ティアクラブに期待し。代表スポンサークラブとして京都トップスクラブもお役に立てればと思います。

山下大輔会長・新山兼司・河合博之・的場幸生・小林郁佳・清水寿和・本田恭平・渡部美代子・山下メネット・新山

メネット・本田メネット・山下コメット・本田コメット2・的場コメット　メンバー8名、メネット3名、コメット4名　　合計15名



東田吉秀Y's東田吉秀Y's東田吉秀Y's東田吉秀Y's

加藤隆司Y's加藤隆司Y's加藤隆司Y's加藤隆司Y's

本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's本田正人Y's

□好きな言葉

　打つ手は無限

　やれば出来る

□仕事の内容

　旗　カップ　のぼり

　暖簾　バッジ

２．みんなでやってみよう！わたしにもできる てびき体験

視覚障がいのある人をサポートするための手引きの方法を楽しく体験してもらい、視覚障がいに対する理解や関

心を高めてもらう講習会です。できるだけ多くの子どもたちに参加してもらえるよう夏休み期間中に開催します。事

前申込不要・参加費無料です。ぜひご参加ください。

日　　時：　８月６日（日）午後２時～４時

場　　所：　ゼスト御池 河原町広場

対　　象：　小学生～大人／　参加費：　無料（事前申込不要）

参 加 賞：　先着２００名に、さわってたのしい点字袋をプレゼント！

お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８　担当：上野）

□趣味

　ゴルフ　ゴルフ歴２７年

　オフィシャルハンデ　5

□好きな言葉

　生きてることが丸儲け

□仕事の内容

　飲食業　イタリアン

　フランチャイズチェーン経営

□私の性格を一言で言うと

　無感情　うれしい

　悲しいがわからない

□クラブについて一言

　何事も責任をもって

　仕事よりも優先するときもあるだろう

□好きな言葉

　偉い人ほど奉仕者であれ！！

□仕事の内容

　水道工事

　水道管が凍らない様にする

□私の性格を一言で言うと

　のんき

□クラブについて一言

　楽しむ場所　修練の場である。

□私の性格を一言で言うと

　いらち　気が短い

□クラブについて一言

　最近離れていたので・・・

　いい雰囲気だな！！

□趣味

　ｳｴｲﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ

　京都府ﾎﾞﾃﾞｨﾋﾞﾙ･ﾌｨｯﾄﾈｽ連盟

　　副理事長・監事

　楽器演奏　ギター　ｵｰﾙﾃﾞｲｽﾞ

　キャンプ　神輿担ぎ　釣り

□趣味

　神事に参加する。

　お神輿担ぎ。

　地域のボランティア活動に

　参加する。

１．九州北部豪雨緊急支援募金受付

７月５日から断続的に降り続いた豪雨は、福岡県朝倉市、東峰村や大分県日田市など九州北部の広範囲にわた

り甚大な被害をもたらしました。被災地では、依然として多くの方々が不安の中、避難生活を余儀なくされていま

す。

全国のＹＭＣＡでは、復旧ボランティア派遣や、被災した子どもたちの心のケアにあたる活動を行うことにしており

ます。

京都ＹＭＣＡは全国のＹＭＣＡと協力し、日本ＹＭＣＡ同盟を通じた支援のため、以下の通り緊急支援募金を行いま

す。皆様の温かいご支援、ご協力を宜しくお願いいたします。

受付期間：　７月１４日（金）～９月３０日（土）

募金方法：　京都ＹＭＣＡの各階窓口に直接お持ちいただくか郵便振替によるご送金

　　　　　　≪郵便振替≫　０１０５０－７－１９１３２　 加入者名：　京都ＹＭＣＡ 奉仕活動基金

　　　　　　※通信欄に「九州北部支援」とお書きください。

お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８　担当：上野）

３．２０１８年度開設保育所　職員募集

2018年度開設に向けて準備を進めている保育所の職員（保育士、栄養士、調理員）を募集しております。

京都ＹＭＣＡホームページ（http://www.kyotoymca.or.jp/）の募集要項をご覧いただき、お知り合いの方などにぜひ

お声掛けをお願いいたします。

◎採用説明会

　　　　日　　時：　８月１２日（土）午後２時～３時

　　　　会　　場：　京都ＹＭＣＡ三条本館

お申込み：　説明会に参加される方は事前にお電話またはメールにてお名前・連絡先をお知らせください。

お申込み・お問合せ先：　京都ＹＭＣＡ 本部総務（担当：加藤、浅井）

　　　　　　　　　　　　（ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８／Ｅ-mail：kyoto@ymcajapan.org）


