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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

コリントの信徒への手紙(ー)　13章13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 8 月 円 8 月現金 円 8 月 ｃｃ

出席メンバー 名 名 切手 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

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：：：：

書記書記書記書記ってってってって何何何何？？？？

書記　廣田隆治書記　廣田隆治書記　廣田隆治書記　廣田隆治

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 
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9月号9月号9月号9月号

Kyoto TopsKyoto TopsKyoto TopsKyoto Tops 第24巻

第3号

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278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

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 

Menettes

各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促しましょう。国内プロジェクトへの理

解を深めましょう！

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 血血血血例会出席　第1例会例会出席　第1例会例会出席　第1例会例会出席　第1例会 第2例会第2例会第2例会第2例会

　みなさんこんにちは。山下会長期に書記を務めております廣田隆治です。三役会では一番年上でして、三役会

の時間が夜１０時を過ぎると眠くなります。でも全員がユーモアを織り交ぜながらしっかりとした意見を述べられ、

楽しい時間なので我慢できます。

　さて、書記の仕事を文言からイメージすると、「記録する仕事」と想像出来ますが、実際はメンバーとクラブの連

絡役、外向きには、西日本区や京都部、他クラブのとの連絡役や、例会のゲストの名札の準備など、会社で言え

ば総務にあたると思います。会長を支える三役は、副会長、書記、会計で構成されますが、副会長の仕事、会計

の仕事以外の全部と私は理解しています。

　三役会では、まず会長宅に集まって、美味しい夕食をご馳走になりながら世間話をし、全員揃ったら、三役会が

スタートします。三役にはそれぞれ担当する委員会が決まっていて、担当三役は、委員長さん、委員さんの意見

が、クラブの事業活動に上手く反映出来る様に努めます。それ故、役員会の前に、議論が十分尽くし切れてなかっ

たら、さらに委員会で練ってもらい、委員会報告書の文言の言い回し、みんなの理解を得やすいように具体案や

金額を入れる工夫などを、お願いする事もあるかもしれません。担当三役は各委員会の味方なので、どうぞご理

解ください。

　三役会では、担当三役は委員報告書の内容を説明し、それぞれ意見交換しながら不備な点がないかを検討しま

す。

　役員会は、しっかりとした委員会報告書が準備できてないと2時間で終われないのです。

　今期も書記は２人体制で、嫌がる直前会長の河合ワイズにも書記になって頂いたので、山下会長期のトップス

ワイズメンズクラブは盤石の体制です。最優秀クラブ賞とりに行きましょう！

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 ：：：：

信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大なるもの

は、愛である。

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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2017年8月12日

ＫＯＴＯＷＡ京都八坂

2017年8月26日

ANAクラウンプラザホテル京都

日時：

　8月26日　ＡＮＡクラウンプラザホテル京都で京都トゥービークラブ20周年記念例会が行われました。

　ワイズソング斉唱後、現在のメンバー紹介がされ最後に青木会長が紹介され、そのまま会長の挨拶が始まり、

来賓挨拶、20周年記念アクトの報告があり、そして沖縄クラブとのＤＢＣ締結式では、我がトップスの髙坂京都部

国際・交流主査が立会人の一人として立ち会われました。

　乾杯は、オリオンビールで行われ、食事が始まりました。アトラクションタイムでは、会場はビーチにあるＦＭ局と

いう設定でメンバーがリクエストの夏歌でイントロドンが始まり、その後、ＤＢＣ先の沖縄クラブの方々での演奏もあ

りました。

　参加者は、山下大輔会長、髙坂訓京都部国際・交流主査、小林郁佳、牧野篤文、廣田隆治、倉卓也、

河原正浩、河合博之、本田正人、加藤信一

日時：

場所： 加藤信一Y's加藤信一Y's加藤信一Y's加藤信一Y's

場所： 高橋保郎Y's高橋保郎Y's高橋保郎Y's高橋保郎Y's

　平成29年8月9日(水) 19：00～21：00 KOTOWA京都八坂にて「8月納涼例会」が執り行われました。今回は、日頃

より交流させていただいています「ぐんぐんハウス」谷村施設長をはじめスタッフの方々等、ゲストの方々も多く参

加していただいての開催となりました。

　山下会長の開会挨拶から始まり、三役、各委員長より各イベントの案内及び委員会報告があり、今期を盛り上

げるべく言葉をいただきました。また今回は、直前会長の河合Ysのご紹介で新規会員として中野仁資Ysの入会式

も執り行われました。中野Y’sには早く慣れて頂き、持ち前の若さで新たにご活躍されることと思います。次に委嘱

状伝達式が執り行われ、西日本区LD委員長として船木Y’s、西日本区広報委員として加藤Y’s、西日本区地域奉

仕・環境委員として倉Ｙ’ｓ、西日本区LD委員として今西Y’sが選出され、京都トップスクラブ全員で協力していきた

いと思います。そして、山田連絡主事による食前感謝、本田次期会長にて乾杯にはいり懇親会が行われました。

懇親会では「勝ち逃げジャンケン大会」で大いに盛り上がり、終盤では「敗者復活宣言」も出る大盛況でした。そし

て、「ぐんぐんハウス」の谷村施設長からはスピーチもいただき、京都トップスクラブとの更なる交流の発展につい

てお言葉をいただきました。

　今回は「納涼例会」ということもありゲストの方々も多くご参加いただき、中野Ysの新入会もあり、委嘱状伝達式

と山下会長を盛り上げる意気込みを感じる例会になったと思います。私も微力ながら、出来ることから協力してい

きたいと思います。



2017年8月19日

レイクフリッパー

2017年8月27日

京都YMCAリトリートセンター

日時：

場所： 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： 寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's

　8月27日リトセンの秋季ワークが行われました。その日は、ソラシドキャンプも行われていたみたいで参加者が全

体的に少なかったです。その中でもトップスクラブは１８名ほどの参加で水色のポロシャツがとても目立っていまし

た。そしてとても暑い中、山下会長を先頭にみんな汗だくになりながら草を刈り、木をなぎ倒し、おしゃべりしながら

とても楽しい時間を過ごせました。今期は会長が最優秀クラブを皆で目指そうといってますので、これからたくさん

ある事業にも皆で参加して盛り上げていきましょう！

　お天気に恵まれ、たくさんのメネット・コメットも参加してくださり、とっても楽しい１日を過ごせました。

　山下会長の船に乗せてもらったり、マリンスポーツを体験したり、バーベキューはもちろんスイカ割りまで用意し

てもらって、子どもも大人も大はしゃぎでした。

　文章ではあの楽しさを表現することはできません。今回参加できなかった方、次回があればぜひ参加してくださ

い。

　本当に楽しい１日でした。用意して下さったみなさん、ありがとうございました。



寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's寺内陽子Y's

（日）（日）（日）（日） 京都部部会京都部部会京都部部会京都部部会 （水）（水）（水）（水） 通常例会通常例会通常例会通常例会

（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） ワイズデーワイズデーワイズデーワイズデー

（木）（木）（木）（木） 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

（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 （土）（土）（土）（土） ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市ぐんぐん手作り市

（日）（日）（日）（日） 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 （日）（日）（日）（日） 国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金国際協力ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ街頭募金

中野仁資中野仁資中野仁資中野仁資

　皆さん、こんにちは。8月から入会させていただきました、中野仁資です。

　トップスクラブに初めて見学させていただいたのは、約一年ほど前で、河合さんに声をかけてい

ただきました。その後、何回か見学させていただき、皆さんが非常に楽しそうに活動をされている

ことと、地域への奉仕活動を行われていることを拝見し、自分に足りないものを学ぶために入会を

希望させていただきました。

　早くトップスクラブに馴染めるよう精一杯頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いします。

□好きな言葉

　適当(適切妥当)

□仕事の内容

　司法書士　登記、成年後見

□私の性格を一言で言うと

　自由奔放

□クラブについて一言

　いつも楽しく参加してまーす！

□趣味

　お酒を飲むこと　アルコール

ならなんでもオッケー！

２．三条本館耐震工事に伴う会館使用について

　三条本館は新耐震基準に合わせるための耐震補強工事を実施いたします。皆様に引き続き安心して会館をご

利用いただくために、また、２０１８年度新設の認可保育所を子どもたちにとって安全な成長の場にするための取

り組みですので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。

　工事期間中は、下記の通り２階・３階会議室が使用できなくなり、皆様にはご不便をおかけいたしますが、可能な

限り早期に工事を終えられるよう進めて参りますので、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

耐震補強工事時期：　２０１７年１０月から１２月末まで

※２０１８年１月中の使用再開を予定しておりますが、いつからご利用いただけるかについては、決まり次第ご連

絡いたします。

※工事期間中は、京都ＹＭＣＡ本部および専門学校も仮事務所・仮校舎に移転いたします。

お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（ＴＥＬ：０７５－２３１－４３８８）

9月9月9月9月 10日10日10日10日

10月10月10月10月 1日1日1日1日

13日13日13日13日

11日11日11日11日

28日28日28日28日

29日29日29日29日

26日26日26日26日

14日14日14日14日

30日30日30日30日 28日28日28日28日

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：　９月９日（土）午後２時３０分～

　　　　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）

１．世界こども広場2017

　子ども達が京都ＹＭＣＡ日本語科の留学生と楽しく交流しながら異文化を知り、世界への興味を広げるきっかけ

となるような、多文化共生ワークショップ「世界子ども広場」を開催します。外国にルーツを持つお子さまも大歓迎

です。

受付期間：　９月１６日（土）午後２時～４時

場　　所：　京都ＹＭＣＡ

対　　象：　小学生（定員２５名）

参 加 費：　５００円

お問合せ：　京都ＹＭＣＡ（担当：關）

　　　　　　（ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ-mail）kokusai@kyotoymca.org


