
今西宏樹

田頭邦彦

舞田智之

石田博紀

鹿取俊志

東剛士

倉卓也

躍動するトップスクラブ
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Yサ・ユース事業主任 河口　裕亮（彦根シャトークラブ）

メンバー数 （広義会員4名含む） 名
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西日本区地域奉仕・環境事業主任　河原正浩
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ユース達への温かい支援を。
国際社会へ羽ばたいていく青少年の人材育成に努めましょう。
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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 ：

父がなさることはなんでも、子もそのとおりにする。
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。

感謝の心が笑顔を造り
笑顔こそ人の心を和らげる。

　地域奉仕・環境事業は１７年前京都部主査を経験はしていましたがかなり昔の事で世の
中の状況や区の方針等がかなり変わっていてピカピカの１年生の気持ちでスタートしまし
た。
　地域奉仕・環境事業の中で大切な課題SDGS（持続可能な開発目標）を方針・計画に取
入れ２０３０年迄に１７の達成目標１６９のターゲット（誰一人取り残さない）を理解・実践し
て頂ける様に考えていましたが，２年半前戸所理事期より世界中にコロナウイルスが蔓延
し今期新山理事期に於いても収束してないなんて考えてもいませんでした人生に於いて
初めて緊急事態宣言を経験し自然の脅威には太刀打ち出来ない事を実感しました。今ロ
シアがウクライナに軍事侵攻し町を破壊し多くの命を奪い２０２２年の出来事とは思えませ
んSDGS目標の１０不平等・１７世界平和が掲げられていますが，自国自分さえ良ければ
よいのでしょうか１３気候変動も重要で，京都部部会での正木さんの基調講演（この美し
い地球を後世に残すために）～今，私たちにできることを～本気で取組まないと日本は下
より世界中で恐ろしい異常現象が起こる様な気がします。
　トップスでは今新しいメンバーさんを委員長に任命しクラブに対する気持ちをワンランク
上げてもらう事で１年後の成長度（本人は気づかない）は半端ではありません。クラブ会長
や委員長・部の役員・区の役員すべて同じで初めから出来るメンバーなんていないと思い
ます，不安と少しの期待から始まります役を受ける事で視野が広がり区や部のメンバーさ
んと自然に交流が出来これがワイズ財産です。余談になりましたが昔新山理事さんが
言ってた言葉を思いだしました役職が人を成長さすと素晴らしい言葉ですね。私は良い意
味で自分の居場所を見つけるために理事に主任をお願いしました。クラブ内では若いメン
バーさんの活躍できる場を設ける事で個々の人間力を養い今以上にトップスは素晴らし
い成長を遂げ魅力のあるクラブとなる事でしょう。

京都部部会

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 ：
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＜　All fun, all the time　＞
今西宏樹会長主題：

～魅力あるクラブへ～
会 長 ：
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国 際 主 題 Y's Men with the World　　世界とともにワイズメン 副会長：



2022年4月13日
ウェスティン都ホテル京都

2022年4月10日
京都YMCAリトリートセンター場所：

日時： 大江真澄Y's
場所：

日時： 余田敏明Y’ｓ

　４月１０日（日）天候に恵まれ晴天の夏の到来を感じさせられるような気温の中、桜フェスタが開催されました。場
所は宇治市二尾宇川の大自然の中にあるYMCA宇治リトリートセンター。こちらの桜は遅咲きらしく、桜はまだつ
ぼみの状態でしたが花より団子ということで全然よしとしましょう。桜フェスタは京都YMCA主催でクイズラリーやス
タンプラリーなど家族で楽しめるイベントです。例年ワイズメンは京都部の各クラブが屋台を出してご来場の方々
に食事を提供しています。今年は窯焼きピザ、串カツ、ジャンボ餃子、キーマカレー、天ぷらうどん、フランクフル
ト、揚げたこ焼き、などお酒がススム強力なラインナップでした。我がトップスクラブは、めいぷるクラブ内藤ワイズ
の秘伝あんこを使用したおしるこをふるまいました。河原委員長や委員会の方々で当日の気温を予想して気温が
上がりそうな状況だったのであったかいおしること冷たいおしるこの二刀流で挑む事になりました。冷たいおしるこ
を作ったのは大正解でした。私もおしるこを食べましたが、小林ワイズ、寺内ワイズの絶妙な味付けで完璧に仕上
がっていて大変おいしかったです。桜フェスタは毎年４月に開催されています。各クラブ出店の料理を食べること
が出来て、各クラブと交流する機会もあるイベントなのでまだ参加されたことが無いメンバーの方は次の機会に是
非参加されてみてはいかがでしょうか。

　皆さんお世話になっております。先ずは、竹本さん、村山さん、釆野さん、ご入会おめでとうございます。まだまだ
未熟者ですが、今後もよろしくお願いいたします。
　もうすぐ今西会長期が終了し、また新たな期が始まろうとしています。私自身もまだ入会して1年未満ですが、
色々な方との出逢いや活動に感謝しております。
　今回は、武田邦彦氏講演会という事で、環境問題やエネルギー資源などの話をして頂き、たくさん勉強になりま
した。
私が普段、生活している中で、何気なく感じている事などを詳しく話して頂き、すごく分かりやすかったです。中でも
印象に残っているのが、「日本人の技術力とサービス精神・力尽くの国ではない」という話です。ここからは私自身
の聞いた感想と解釈です…。
　日本には、資源（物）は少ないけど、世界が認める技術力があり、その技術力は日本人の中でも、無口なコミュ
ニケーションが苦手な方達が大半を埋めていて、ある一定の線を超える力を持っている事を感じ、その一定を超え
る事で、さらに日本がより良い環境になったり、便利な生活を送れていけるのだなと感じました。ただ、無口やコ
ミュニケーションが苦手な方以外でも、様々な取り組みや、活動で便利になっているのも事実です。それがもう一
つのサービス精神ではないかと思いました。日本人は、唯一他の国とは違う精神の持ち主で、力尽くではなく、感
謝をし、また感謝をしてもらう（社会貢献）ために、人間として生まれ、日々生きていく事が大切なんだと感じまし
た。
　人はそれぞれ、役目があり、得意不得意もあるかと思いますが、その役目を果たすために自分自身を知り、また
関わる方への感謝を忘れず日々精進したいと思います。
　環境問題やエネルギー資源と話はずれてしまいましたが（笑）、最後まで拝読して頂き誠にありがとうございまし
た。環境問題やエネルギーの事も、まだまだ未知な事も多々ありますが、今後も自分なりに勉強し、社会に貢献で
きたらと思っております。



2022年4月23日
エクシブ琵琶湖

　４月２３日（日）曜日に開催されました彦根シャトークラブの４０周年記念例会にトップスクラブから１０名のメン
バーが参加致しました。新型コロナの影響が少しずつ緩和されてきて、京都部会に続きこのような機会が増えた
事は大変喜ばしい限りです。京都駅にメンバー８名が集合して昼食で盛り上がり、新幹線で米原駅に到着後会場
である米原エクシブに向かいました。東は静岡県の伊藤クラブ、西は熊本県の熊本ジェーズクラブから参加があり
京都部はもちろん、西日本区の多くの部から総勢１３０人が集まり盛大に開催されました。
　第１部の式典では、来賓として彦根市長、新山西日本区理事がお祝いの祝辞を述べられたのち４０周年記念事
業の発表がありました。YMCA風の谷キャンプ場のキャンプサイト整備事業を記念事業とされました。昨年の９月
頃から毎週日曜日にメンバーが風の谷キャンプ場に集まりバーベキューテラスを作るなど、彦根シャトークラブメン
バー全員の協力で素晴らしい記念事業をされました。その後第２部懇親会では的場ワイズが壇上で自慢の歌を
披露されました。的場ワイズは真っ先に自ら手を上げて立候補して歌われている姿に相田ワイズは爆笑されてい
ました。的場ワイズはよほど目立ちたかったんでしょうね（笑）そんなこんなで懇親会も盛り上がり非常に楽しい記
念例会でした。
　我がトップスクラブも２年後に３０周年を迎えます。今回の彦根シャトークラブや５月７日に開催される京都パレス
クラブの５０周年記念例会などを参考にして、トップス力を結集して素晴らしい記念例会にしたいですね！そのた
めにも、会歴の浅いメンバーや他クラブの周年記念例会に参加された事がないメンバーさんは、是非とも積極的
に他クラブの周年記念例会にご参加頂き体感頂きたいと思います。

　メンバーの皆様、初めまして京都トップスワイズメンズクラブに吉田　信子Ysのご紹介で入
会させて頂きました、
　采野　弘和（うねの　ひろかず）と申します。1972年9月8日生　49歳　家族構成　妻　長女
(21歳)　次女（19歳）の４人家族です。
　趣味は海釣り･バレーボールなど、ゴルフはしていません。（よく聞かれるので）
　仕事内容は、京都市山科区で自動車鈑金塗装を柱とし中古車販売･ガラスコーティングな
ど鈑金塗装に繋がる事業は大体やってきました。
　気づけば約25年、交通事故という人の不幸で商売させて頂いております。
　入会のきっかけになったのがSNSの可能性についてのトップス経営塾でした。
　まだやれる事があると気づかされました。ワイズメンズクラブを楽しみつつ、諸先輩方から
のご指導を頂き、自己成長していけたらと思いますので、皆様、宜しくお願い致します。

采野弘和

村山大基

　この度、吉田信子ワイズのご紹介で京都トップスワイズメンズクラブに入会させていただき
ました、村山大基と申します。
　もともと滋賀出身で、弁護士として京都で就職し、その後京都で独立開業しました。独立し
てから今年で７年目になります。業務は割合としては離婚や借金、相続などの個人の事件
が多いですが、支払われない工事代金の回収や、社員さんが困り果てたクレーマー対応な
ど、企業からの依頼もあります。不安を抱えて相談に来られた方が、最終的に解決まで進ん
で晴れやかな顔をされていると非常にやりがいを感じます。
　休みの日は、漫画を読んだりAmazonプライムでアニメを見るほか、飲みに行ったり、京都
水族館や清水の三年坂美術館のほか、南禅寺などの庭園に行ったりしています。先日は伏
見の日本酒祭りに行き、限定酒を確保してきました。
　ワイズメンズクラブは多種多様な職業の方からお話が聞けるとともに、交流できる場だと
思っていますので、会員の皆様と楽しく過ごさせていただけたらと思います。今後とも、どう
ぞよろしくお願いいたします。

日時： 牧野篤文Y’ｓ
場所：



　今期は新山西日本区理事の下で西日本区事務局員をさせていただいています。主に西
日本区の理事通信の編集をしています。クラブではブリテン委員でブリテンの編集もしてい
ます。
　それでは本題の自己アピールですが、私の会社は、建設業・左官業を営んでいます。祖父
が左官業をはじめ、父親ももともと左官業をしていましたが、仕事量も減っていたので建設
業の方もしだしました。最初のころはコンクリート造のワンルームマンション等を主にしてい
ました。その後は鉄骨造の店舗建設の方が多くなりました。最近ではホテルを介護施設に
改装しました。そのほか住宅のリフォーム、公共工事等もやっています。
　私の仕事としては、主に見積書を作ったり、工事現場の現場管理をしています。
　簡単な紹介ですが、これからもよろしくお願いします。

竹本勇基

　今年は、ブリテン事業委員会の委員長を拝命いたしまして、皆さんには『ブリテン原稿』の
依頼等でご協力いただき心より感謝いたしております。
　今回は私自身の「自己アピール原稿」として、会社内容のご案内をさせて頂きます。
　【会社名・所在地】
　　社　名：株式会社 永都
　　所在地：京都市左京区田中下柳町8-13 今出川ビル１階　京阪鴨東線・出町柳駅 歩３分
　【事業内容】
　①賃貸仲介事業：ミニミニＦＣ出町柳として、学生様(京都大学・京都工芸繊維大学・京都芸
術大学・同志社大学・京都府立大学・京都府立医科大学等)から一般社会人(単身者から
ファミリー迄)・法人契約の仲介をさせて頂いています。エリアは左京・北・東山・上京・中京・
下京区はモチロン、京都市内をカバーさせて頂いています。
　②賃貸物件管理事業：駐車場・アパート・マンション・テナント等の賃貸物件の管理運営及
び有効活用のご提案をしています。また、少子化により相続した家屋が未利用で放置されて
いる等の「空家管理」から、収益物件提案をさせて頂いています。
　③コンサルティング事業：オーナー様が所有されている不動産の有効活用コンサルティン
グ。昨今はオーナー様の高齢化及び事業承継問題等の相談もあり、「相続相談」から「家族
信託」組成等のアドバイスもさせて頂いています。
　④居住支援法人：国土交通省のセーフティーネットに基づき京都府から指定を受け、「住
宅確保要配慮者」に対して住居の提供をしています。「住宅確保要配慮者」とは、高齢者・障
がい者・ひとり親世帯・ＤＶ被害者・被災者・外国人・犯罪被害者・矯正施設退所者等の方が
対象です。
　私もこの賃貸業界にて約４０年携わっており、仲介・管理業務から不動産有効活用及び相
続・事業承継等の相談に各専門士との連携にてアドバイス等をしてまいりました。事業とし
ては賃貸仲介・管理事業が主軸となりますが、様々な方の悩み事に少しでも良い指針に係
ることができればと思い精進してまいります。

高橋保郎

加藤信一

　初めまして。
　北区でリサイクルショップを運営しております株式会社エコ・グリーン　竹本勇基と申しま
す。
　弊社ではリサイクル品、ブランド品、古美術品の出張買取や不用品の回収、店舗や家屋
の内装解体などを行っています。家具や家電の買い替え時期、家の売却時、リフォームや
店舗/事務所の退去時には弊社にお任せください。買取、処分、解体と自社でワンストップで
行います。
　また弊社ではイベント事業も行っており、地域のお祭り、企業の催事などを企画、プロ
デュースしています。
　私、個人としては神戸出身、左京区岩倉在住で家族や仲間とさまざまな事にチャレンジし
毎日楽しく生活しています。
　ワイズメンのメンバーとして皆様や社会に貢献し、1人でも多くの子どもたちが幸せを感じ
れる社会を作っていきたいと思います。



（土） 京都パレスクラブ50周年記念例会 （金） 西日本区大会 前夜祭
（火） CATT合同例会 （土） 西日本区大会
（土） びわこ部部会 （土） 引継例会
（水） 役員会 （水） 役員会
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25日

　 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

　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


