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Y'S MEN'S CLUB
今西宏樹会長主題：

＜ All fun, all the time ＞
～魅力あるクラブへ～

会 長 ： 今西宏樹
副会 長： 田頭邦彦
舞田智之
書 記 ： 石田博紀
鹿取俊志
会 計 ： 東剛士
倉卓也

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

神にできないことは何一つない。」マリアは言った。「わたしは主のはしため
です。お言葉どおり、この身に成りますように。」
ルカ １：３７

新山理事を男に！
トップスクラブのプライドにかけて！
西日本区大会実行委員長 高坂訓

躍動するトップスクラブ
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。

いよいよ新山理事期も残すところ半年余りとなり西日本区大会に向けての準備も慌ただしくなってまいりました。
他人事に思っていませんか？ 西日本区大会はトップスクラブがホストクラブとなり開催する大会です！ 今回は
岡山クラブの皆さまに協力を頂き岡山の地で開催致します。
来年6月10日(金)〜12日(日)三日間に渡り開催される西日本区大会が新山理事一年の集大成となり日本全国の
ワイズメンズクラブ80クラブが集まるイベントです。コロナ前は800人程のワイズメンが集まる事もあった大会です
が昨年はコロナの影響もあり400前後の参加者となり緊急事態宣言、蔓延防止措置、ソーシャルディスタンス、な
どと人が集まりにくい状況です。しかし2022年のワイズメンズクラブ100周年、西日本区25周年を迎える節目の年
でもあり何としても西日本区大会を開催し盛り上げ勢いずけなければなりません、その為には過去にとらわれない
かたち、工夫がアイデアが必要です、そして何より皆さんの協力が必要不可欠なのです、どうか皆さん来年の西
日本区大会開催日は必ず時間を空けて頂き大会へ御参加頂くよう、どうか！どうか！宜しくお願い致します。
せっかくワイズメンズクラブに入会したのだから全国のメンバーと交流しましょう！せっかくトップスクラブを選んだ
のだから理事ホストクラブの自覚を持ちトップスブルーのスーツを着て全員参加で岡山の地で感動を分かち合い
涙しませんか？
大会テーマは[reborn始まりの地から]
「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。」 ワイズの活動は、愛をもって、奉仕活動す
ることです。奉仕される人を思いやり、寄り添い活動しましょう。

CE

クリスチャニティ―委員長 川口恵（名古屋クラブ）
2022年はワイズメンズクラブ国際協会の創立100年です。
先人に思いをはせるとともに、新たなヒストリーを築いていきましょう。

H

ヒストリアン 濱田勉（奈良クラブ）
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日時：
場所：

2021年11月10日
ウェスティン都ホテル京都

東剛士Y's

先日、11月例会として開催されたテーブルマナー例会に参加しました。
この例会は幡山ワイズがCS委員長だった時に新たなサポート先として出会った聖嬰会さんと、より親交を深める
ためにスタートしたCS例会です。
毎年、聖嬰会の杉野施設長と卒業生数名を招いて、大人も子供も今一度レストランでのテーブルマナーを学ぶ
良い機会となっています。
テーブルマナー例会は今までに数回開催されていますが、今回、私は初めての参加でしたので聖嬰会の生徒さ
んと同じく新鮮な気持ちで楽しめました。
今までの経験からおおかたの事は知っていたつもりでしたが、さすがにホテルのスタッフの方の知識は私の経験
など足元にもおよばず、細かな所作 スープの飲み方や煮野菜の切り方、ナフキンの使い方などは今回初めて教
えていただけたのでたいへん有意義な例会となりました。
今回は洋食コースのテーブルマナーでしたが、年によっては和食のマナー例会もあるようなのでそちらも楽しそ
うだと思います。
聖嬰会の生徒さんも今回の例会ではマナーだけではなく、ホテルの雰囲気や大人の会の空気などいろいろなこ
とを学ばれたのではないかと思います。
テーブルマナー例会が彼らにとって何らかのプラスになる限り、本例会への招待が続いていけば嬉しいです。

日時：
場所：

2021年11月9日
福祉文化会館（オークシアター）

青山修士Y's

先日茨木クラブへ訪問させていただきました。 今期事業の中の一つ他クラブ訪問という事で寺本委員長も気合
い十分です。
いつものホテル例会会場とは違い福祉文化会館での例会で遅参での参加でしたのでまあまあ入りづらい空気で
したが貴重な体験でした。
当日の食事はハンバーガーと聞いていたので楽しみにしていました！ ファーストフードは大好きです。 映えそ
うな大きなハンバーガー、フライドチキン、コーラをいただきました。 とてもおいしかったのでインスタにアップしよう
と思ったくらいです。例会は滞りなく粛々と進められました。
でもこうしてクラブ仲間と他クラブ訪問すると言うのは新鮮で楽しかったです！1泊2日とかで行きたいとも思いま
した。朝まで飲んでそれからゴルフとかねー！ 楽しそうじゃないですか！？

※一部写真は茨木クラブFacebookの写真より抜粋

12月

11日 （土） クリスマスファミリー例会
27日 （月） 役員会

1月

12日 （水） 新年例会
19日 （水） 半期総会
26日 （水） 役員会

日時：
場所：

2021年11月7日

山名一平Y's

基調講演 旧神崎小学校・海岸清掃活動 神埼海水浴場

京都部ワイズデー11月7日に初参加。本当は11月6日から前乗りで参加する予定でしたが都合が悪くなり前乗り
できませんでした。 前乗りして舞鶴荒らしまくってやろうと思ってたんですが 笑
日曜日の朝起きて1人で舞鶴に向かう事になり運転しながら、アレ俺何してんのかな？って思いながら正直運転
してました。 海岸のガレージについて前乗り組を待ってようと車にいたら僕の車の横に駐車してきた車がありまし
て誰かなぁ〜って見たら新山理事でした。新山理事と歩いて集合場所まで行ってたんですがやっぱり流石 新山
理事ですわ。 やっぱり皆知ってはるんです。
体育館について皆を待ってスポゴミの説明を受けてからチーム分けです。僕どこのチームかなって思ってたら
チーム名は新ちゃん。新山理事、植浦さん、石飛さん、吉田さんと僕がチームでした。ゴミ袋を持って始まりまし
た。あんまりゴミを意識して海岸とか歩いた事ないですが結構色んなゴミが落ちてました。とりあえずペットボトルを
拾いまくってたらすぐに袋が一杯になり初め僕は袋持たずにゴミを拾ってたら、吉田さんが持ってたペットボトルの
袋がパンパンになってて重たそうに持ってはる所を新山理事が僕に「オイ一平お前何してんねん。信ちゃん袋重た
そうやんけ、お前持ったれ」いきなりキャプテン新山理事が司令です。
そこからアレ拾って来いとか そこあるやろとか無茶苦茶指示して来ます。最初寒かったのにだんだん身体暑
なって来て汗かいて来ました。植浦さんも石飛さんもとりあえずゴミ拾い倒してました。石飛さんに関しては前の晩
のアルコールが全て出てるぐらいの汗の量です。それぐらいキャプテンを優勝させようと皆で団結してゴミを拾って
ました。キャプテンチラッと見てみたらビックリするぐらいゴミ拾ってません。アレ新山理事ゴミ拾ってませんや
ん？って僕が言うと、こんなん程々でええんや皆そんな頑張んなみたいな感じで言うてはった瞬間にゴミが大量に
落ちてた所に遭遇した瞬間に一平ゴミやゴミ拾え‼そこにあるやろ。コッチにもあるやんけ。とまた怒涛の指示で
す。 アレさっき程々でえぇねんって言ってはったのに、話変わってるやん 笑笑 って思いながらひたすら指示通
り動きました。
時間が経ってまぁまぁのゴミだったんで、コレ優勝したなと思ってたんですが結果は3位でした。新山理事に鬼程
こきつわれてグッタリでした。皆さんもしスポゴミでチーム新ちゃんになったらビックリするぐらい指示してくるので気
をつけて下さい。初めてボランティア？奉仕活動？ってのをやらせてもらってちょっとえぇ事したなぁ〜って自己満
に浸ってました。 いい経験させて頂きありがとうございました。
また是非チーム新ちゃん以外でスポゴミに参加したいです。新山理事は指示だけなんで、植浦さん石飛さん吉田
さんあの日は大変お疲れ様でした。

日時：
場所：

2021年11月13日
梅小路ハイライン

日時：
場所：

2021年11月11日
ZOOM

植浦基暁Y's

自分の自己紹介や仕事の紹介をする機会は、基本一瞬で終わってしまい、
相手に伝えられない事がほとんどです。せっかくトップスに入会しても、例会時
は話せて2、3人くらいで、また来月というメンバーさんも多いんではないでしょ
うか。今回EMCで企画したビジネスプレゼン大会は、そんなメンバーさんに自
分を知ってもらうためにとても重要な機会だと思います。単に自分の売り込み
をするんではなく、まずは皆さんに自分の人柄を知って頂き、より多くのメン
バーさんに一斉に情報を発信ができ、理解してもらえる絶好のチャンスになり
ます。同業なら仕事絡みなどで理解ができますが、全く異なるジャンルの仕事
は、永遠に接点がない場合もあります。ただ実は活用できる仕事だったり、そ
れ以外の生活の中では必要としていたり、ちょうど他で頼んでしまった事など
多々あります。
少しでも早くお互いをしれたら、これらは直ぐに解決されます。
初回より新メンバーさんは、決まった時間でしっかり準備し、しっかりプレゼン
して頂いています。そのため、参加メンバーさんからも好評で、質問事項もとて
も真剣にでています。早速ビジネスにつながっている事もあります。
これからも刺激のある企画を組み立ていきます。

日時：
場所：

2021年11月17日
京都YMCA

倉卓也Y's

11月17日（木）京都YMCA三条マナホールにて開催されました。
講師は今期入会された西川ワイズです。西川ワイズはパーソナルトレーナーとしてお仕事をされております。地
域奉仕・環境・ウェルネス委員会のウェルネス事業として『健康道場』の開催を依頼しました。昨年度もウェルネス
事業で『ヨガ』を開催しました。『ヨガ』はゆっくり優しい運動のイメージでしたが、けっこうキツかったです。今回はス
トレッチ系の運動と初めに説明があったので楽勝と思ってましたが、ストレッチしながら各部位に負荷をかけてのト
レーニングだったので想像してたよりもだいぶキツかったです。日頃スポーツジムで体を動かしていても翌日には
お尻が筋肉痛になってました。参加した他のメンバーも大半が筋肉痛になってました。少しの時間のトレーニング
でしたが終ったあとはとても清々しい気持ちになれました。クラブで活動するにも仕事するにも健康であることが一
番大切です。皆さんもまた機会がありましたら参加されてみてはいかがですか。西川ワイズお忙しい中、ご指導い
ただきありがとうございました。

日時：
場所：

2021年11月23日
京阪カントリー倶楽部

１． クリスマスコンサート
京都 YMCA では、今年もクリスマスのプログラムを行います。一般の方もご参加できます。
ご家族、お友達で是非ご参加ください。
日 時： 12 月 17 日(金) 18：30～21：00（予定）
京都大学交響楽団団員による弦楽四重奏コンサート、礼拝、キャロリング
場 所： ウィングス京都 2 階イベントホールおよび、三条寺町界隈・新京極周辺でキャロリング
入場料： 500 円
タイムスケジュール、申込み方法等、詳細は後日案内いたします。
問合せ：（TEL） 075-231-4388
２．スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム募集（体操教室、スイミング、アフタースクール）
初めての方も、リピーターの方も、ぜひご参加ください。
すべては子どもたちの「こころとからだを育む」ために。
初めてのお子さまでも安心できるように、しっかりサポートします。
各プログラムの日程、詳細をお知りになりたい方は下記 QR コードか URL からご確認ください。
https://drive.google.com/file/d/1Yg_9qr7UTmaRTirmBz5AbotQ2AjR5xRm/view
問合せ： ウエルネスセンター（TEL）075-255-4709

第25回 西日本区大会
2022年6月11日(土)・12日(日)
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
協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

