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６月号

第28巻

国 際 主 題 Y's Men with the World　　世界とともにワイズメン 副会長：

アジア太平洋主題 Make a difference beyound the 100th　　100年を越えて変革しよう

西日本区主題 Challenges for the future　　未来への挑戦 書 記 ：

Y'S MEN'S CLUB 第12号

通巻322号

＜　All fun, all the time　＞
今西宏樹会長主題：

～魅力あるクラブへ～
会 長 ：

羽ばたこう！ 2022年ワイズ100周年に向かって！

京 都 部 主 題 「人生は一度きり Part2」　～ワイズライフで人生を謳歌しましょう！～ 会 計 ：

「隣人を自分のように愛しなさい」という最も尊い律法を実行しているのな
ら、それは結構なことです。

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。

１年間ありがとうございました！

第２８期会長　今西宏樹

評価と
引継ぎ

クラブの発展・個々の成長を1年間振り返りましょう。次年度に良い引継が出来るよう、
クラブ研修会を開催し学びを活かしましょう

例　　会　　出　　席 BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

　キックオフからあっという間の１年間でした。三役さんはじめ各委員長さん、そしてメンバーの皆様、本当にこの頼りな
い会長を１年間、支えていただきましてありがとうございました。思い返せば３年前、会長選考委員に選ばれて誰を選ぼ
うかと楽しみに会場へ向かったのですが、なぜか？はめられたのか？(笑)選考委員であるにもかかわらず、会長に選
ばれてしまいました。そういうめぐり合わせだったのかもしれません。今となっては、会長に選んでいただいて本当に感
謝しております。
　理事輩出クラブということで、自分にはたして出来るのかと不安でしたが、ウジウジ考えても仕方がないと思い、全く不
安も消えてキックオフを迎えることができました。
　しかし会長としては大したこともできず、至らない所が多々あったと思いますが、一人でもメンバーの皆さんが、クラブ
を楽しんでもらえたらいいなという思いでやってきました。
　このブリテンが発行される頃はまだ西日本区大会が終わってないと思いますが、この大会を機にメンバーの結束力が
強固なものとなりさらに魅力あるクラブに成長していることを信じています。
　１年間色々ありましたが、会長という立場になって、改めてメンバーの温かさ、トップスクラブの素晴らしさというのを感
じる事ができました。私が入会した当時、ある方が『絶対会長するまで辞めないでください』と言ってましたが、本当にそ
う思います。会長をすることによってクラブ全体を見渡したり、メンバーを見たり、色んなことを考えるようになりました。
そしてさらにトップスクラブのことが好きになりました。他部、他クラブの知り合いも増えました。私の今までの人生で一
番充実した１年間になったと思います。なのでまだ会長未経験の方は、絶対に会長するまで辞めないでください！人生
経験で大損することになりますよ（笑）
　これからは、この１年間で会長として経験したことを、今後のクラブ活動や仕事にもいかせるように頑張っていきたいと
思います。
　最後に重ねてになりますが、この１年間のメンバーの皆さんの温かさ、存在に本当に感謝いたします。ありがとうござ
いました！！
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2022年5月10日
ウェスティン都ホテル京都

2022年5月7日
京都ホテルオークラ

（金） 西日本区大会 前夜祭 日 夏期キャンプ開設ワーク
（土） 西日本区大会 （水） キックオフ例会
（土） 引継例会 （水） 役員会
（日） リトセン夏季準備ワーク （金） 地域奉仕・PR合同懇談会
（水） 役員会

　先日のCATT合同例会は2年ぶりに開催され他クラブの皆様とも楽しいひと時を過ごさせて頂き大変良い例会で
した！やはり、皆様のお顔を拝見しての例会は楽しかったですね！この様な社会情勢の中での開催は主催して
頂いた方も本当にご苦労様でした。
　新入会員紹介では、ぶっちぎりの人数でトップスクラブの勢いを改めて感じさせて頂きました。これからのトップス
クラブは、勢いだけではなくクラブ内の充実や奉仕活動等色々と活躍して行かないとも感じております。
　これは、5月のパレスクラブ50周年例会に参加させて頂き感じたとも言えます。人数が多いだけではいけない、こ
れからのクラブで何が出来るのか等を考えていかないと深く考えさせて頂きました。なかなか行動に移すことが出
来ませんが、少しずつトップスクラブの皆で考えて行けたらなと思っています！
　今後共皆様仲良く色んな意見を出し合える仲間として宜しくお願い致します。

日時： 山下大輔Y's
場所：

日時： 吉田信子Y’ｓ
場所：

皆さまこんにちは
　京都トップスクラブに10月より参加させて頂いております吉田信子です。
　私はパレス50周年記念例会に出席させて頂き、参加させているワイズメンズの方々の素晴らしいお人柄・熱い
気持ち・高い信念にとても感動・感激しました。頭では奉仕活動の大切さは理解しいるつもりでも実際のところ何も
出来ずに暮らしておりました。けれども京都トップスの皆さま他のクラブの方々は本当に自分たちの出来ること　を
誠実に努力され、そして実現されていることに深く感動し刺激をたくさん頂きました。今、世界はパンデミック・軍事
進行・環境問題・経済の不安・格差と人種差別・紛争とさまざまな危機を抱えています。自分さえ良ければ良いと
いう利己主義が世界を混迷させていく現代でいろいろな形で、出来ることをおこない、手を差し伸べることは本当
に未来を変えてゆくことのできる大切なことだと思います。パレスの皆さまの努力と信念は本当に素晴らしいと思
います。参加させて頂き本当にありがとうございました。
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2022年5月10日
比良ゴルフ倶楽部

　皆様、こんにちは！今期ファンド委員長をやらせて頂きました小林保彦です。EMC・ファンド合同ゴルフコンペは
ファンド委員会で今期最後の事業になりました。色々なゴルフコンペは参加させてはいただきましたがコンペの幹
事は初めての経験でした。
　最初は、何とかなるかと軽く考えてましたが、段取りに入るとゴルフ場の手配・商品の買出し・組合せ表の作成等
とやる事の多さにビックリしてました。
　ゴルフ場の手配は田頭次期会長に助けられ、商品の買出しや組合せ表の作成等は的場副委員長に助けられ
何とかゴルフコンペを開催する事が出来ました。
　今期を振り返ってみると、ファンド委員のメンバーさんには商品の案内のチラシの作成・商品の配達の分配・商
品の引き渡しのタイミング等、様々な事に関して助けてもらった一年間だと思います。そこには感謝しかありませ
ん。でも、あと一つ感じたのは委員長って“私はこういう考えで物を売りたいんだ”　“私はこういう方面に進みたい
んだ”みたいな強い意志が必要不可欠だと感じました。それを感じ取ったメンバーさんが“それは違うよ”とか“こう
した方が簡単に行くよ”という貴重な意見やアドバイスを言ってもらえて、一つのグループ感が生まれたと感じまし
た。表から見ると非常に簡単に見える事が、いざやってみると一人では何もできないし成し遂げられない事が痛感
して分かった様な気がします。
　今期はこのファンド委員会のメンバーさんで本当に良かったと心から思います。
　一つ残念に思うのは、最後の委員会をリアルで行えなかった事が残念に思います。またチャンスがあれば打ち
上げ的な感じでワイワイお酒でも飲みたいと思います。来期はファンド副委員長として今期の経験を生かして次期
委員長をサポートしていこうと思います。
　最後に京都トップスのメンバーの皆様、至らない点ばかりだとおもいますが一年間暖かい目で見守って頂いてあ
りがとうございました。これからも宜しくお願い致します。

日時： 小林保彦Y’ｓ
場所：



2022年5月14日
高島市市民会館・マキノグランドパークホテル

　協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

　2022年6月10日(金)

　前夜祭会場：岡山プラザホテル

　2022年6月11日(土)

第25回　西日本区大会

　大会会場：岡山国際ホテル

　 懇親会　：同ホテル

　ホストクラブ：京都トップスワイズメンズクラブ

日時： 清水寿和Y’ｓ
場所：

メンバーの皆様、こんにちは。5月14日（土曜日）滋賀県高島市今津町の高島市市民会館において第26回びわこ
部会が開催されました。第1部式典で新山西日本区理事の祝辞があり、第2部記念講演では「高島の魅力ある自
然について」マキノ自然俱楽部の谷口良一先生から貴重な講演がありました。第3部は高島市マキノ町のマキノグ
ランドパークホテルに場所を移して懇親会が行われました。一体感のある大変素晴らしい部会でした。マキノ町は
私の本家があり大変良いところです。近年ではメタセコイア並木が有名になりました。今の時期新緑のメタセコイア
並木がとても綺麗です。紅葉の季節も大変綺麗です。また奥琵琶湖や海津大崎、奥琵琶湖に浮かぶ竹生島も観
光スポットになっております。マキノスキー場近辺には良質の温泉も湧いています。湧き水で良質の米が採れるの
で造り酒屋もあります。清酒「竹生島」が有名です。一度ドライブにどうですか？京都市内から2時間ぐらいです。
但し有名になったので渋滞にご注意ください。私は休日は国道303号線で朽木村経由で行きます。



巴山直久

「皆さん、仲良くしてください。」

　こんにちは！巴山直久（ハヤマ　ナオヒサ）と申します。
　よくご存じのメンバーとそうでないメンバーがおられると思いますが、「ギスギスするのは苦
手です。」真面目に楽しくクラブライフを共有してまいりましょう。どうぞ仲良くして下さい。
　今期西日本区会計を務めさせて頂いております。何とか大チョンボもなく役割を果たせそう
です。これも新山理事をはじめ区役員として参加されている他メンバーさんや、トップスクラ
ブ内で縁の下の力持ち的な地道な活動をされているメンバーさんのおかげをもってであると
感謝しております。

　さて本題の自己アピールさせて頂きます。
　仕事は建築設計事務所（合同会社　IROHA設計室と申します。）を共同で営んでおり、主
に住宅設計を中心に活動しています。
　宣伝になりますが、設計事務所という存在を少しでも身近なものとしてもらえるよう、伏見
区でCAFÉ　MOKURENを運営しており、その２階が事務所スペースです。近くに来られたら、
是非お立ち寄りください。
　近年では宅建物取引業も始め、すまいに関するお困りごとについて、トータルで最初から
最後までご相談を受けられる設計事務所を目指しております。
　新築住宅の計画、住宅リフォームの調査、中古マンションのリノベーション、土地活用など
住宅に関する相談があれば、気軽にお声掛けください。

　今月の22日に33歳になります、藤崎と申します。去年は6月生まれが一人でして、恥ずかし
ながら皆様の前で一人でご挨拶させていただいた記憶がございます。
　今年は、新入会員が増え、うれしくも6月生まれは竹本さんと併せて2人となりました。
　こんな若輩者な私ですが、今回は自己アピールということで、一筆書かせていただくことと
なりました。わたくしは、長年、祇園にて接客業に携わり、今はラウンジの店主としてお仕事
をさせていただいております。
　過去には、ブライダルプランナーや、カナダのトロントへ海外留学をしていたことがありま
す。ブライダルでの経験におきましては、ビジネスをこなす上で、とてもいい経験となりまし
た。パソコンを使った、ワードやエクセルを使いこなすことができ、計算表や収支の作り方
等、プランナー時代に教わりました。故に、事業計画のあり方なども理解しやすく、今の事業
につきましては、とても有利に活用出来ていると考えております。それに付け加え、進行表を
作り、宴会などの裏方として働くことも出来ますので、2年後のトップス30周年では、何かと役
割がいただけると幸いでございます。
　また、海外留学では、be動詞もままならない私でしたが、コミュニケーション取れるほどまで
に成長致しました。そして、カナダで今の業種のような仕事をさせていただき(主に日本のお
客様とカナダ系香港人のお客様の接客)、京都で、そのようなお店が出来ると面白いのでは
ないかなと思い、まずは地固めに自分が出来ることを と、今のお店を構えた次第でございま
す。ゆくゆくは、海外のお客様の接待も出来るようなお店が作りたいと思っておりますが、こ
こ数年、コロナの影響もあり、足踏み状態ではございます。
　どのような業種におきましても、コロナによって、仕事のあり方というものが変わってきたか
と思いますが、これからも変わらぬ意欲と豊富なコミュニケーション力で頑張っていきたいと
思っておりますので、どうぞ、よろしくお願い致します。

藤崎千秋

サマープログラム受付
　夏休みは、お子さまにダイナミックな成長の機会と環境を与える絶好のチャンスです。
　夏休み中の子ども達のための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。
　お申込は以下の通りです。ぜひ、ご参加ください。
　お申込み開始　　　：　ＹＭＣＡ会員および2022年度プログラム参加の方　6月7日（火）～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記以外の方　6月14日（火）～
　お申込み専用サイト：　横のＱＲコードからWebにアクセスのうえ、お申込みください。

　お問合せ　京都YMCAウエルネスセンター　（Tel）075-255-4709


