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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：

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4号

通巻314号

＜　All fun, all the time　＞
今西宏樹会長主題：

～魅力あるクラブへ～
会 長 ：

BF
BFの意味を学び国際奉仕団体の一員であることを自覚しよう

例　　会　　出　　席 BFポイント ス マ イ ル フ ァ ン ド 献 血

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 ：

あなたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたを選んだ。
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。ドライバー事業委員長 相田広継

やるぞ！やるぞ！！
      やるぞーーーーー！！！

　今西期でドライバー委員長を拝命しました相田広継です。　ドライバー委員長として活動させていただき、早いもので
3ヶ月がすぎました。準備委員会から含めるとけっこうしている気になっています。
　僕はそもそも例会に参加するときはギリギリかちょいと遅刻するような優等生とは言えないような状況でした。そんな
僕がドライバー委員長･･･。例会に遅刻せずに行けるのか。ここが僕にとっての勝負点だと思いました。まず取組んだの
は、自社の社員に理解してもらおうとミーティングで告知をし、とにかく僕がトップスの例会等に参加することで社員にも
得することを伝える。何をしたか･･･。モノで釣る作戦に･･･。ファンド商品を購入し社員と分ける。これをするとファンドに
も貢献出来るし、社員もニコニコ。これで僕は大手を振って例会に駆けつける！！
　例会の準備・進行についてですが、よくわからないままスタートしています。昨年や過去の資料を参考にしながら進行
表やマニュアルの作成をし、委員会で打合せ。
ドライバー委員会･･･なんといってもメンバーが素晴らしい！！いつも僕を支えてくれる副委員長の宮尾Y’s、いろんな
助言をくれるベテラン河合Y’s、目標に貪欲な藤沢Y’s、なんでもやってくれ議事録をまとめさせたらピカイチの辻村Y’
s、あんまり表情が変わらない担当三役の鹿取Y’s。完璧すぎる！！
　しかし、やる気に満ち溢れていても敵は猛威を振るってやってくる！！コロナだ！！！　今期は基本ハイブリッドでの
例会開催。よくわからないまま始めているのにZOOMの準備までプラスα。２時間で例会準備をしているのに１時間で
開催することを求められる･･･。１時間の例会だと常時ある内容をするだけでもほぼ終了する。ゲストがいたとして、時間
配分をしていても気持ちが溢れ過ぎてけっこうみなさんよくしゃべる。等々･･･。　コロナ禍で例年と違い、いろんなことが
起こる中でも充実した例会をし、時間内に例会を終える（自分なりに出来ていると思い込んでいる）。素晴らしいメンバー
と共に･･･。
　主題の「個人の成長はトップスの成長！全員が成長し合える例会を！！」、基本方針「委員会メンバーから楽しんで
取組む。ワクワクする例会作りを心掛ける！」を達成するべく、残りの例会もやりきって参りますので、皆様何卒ご協力
の程よろしくお願い致します。
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2021年9月8日
ウェスティン都ホテル京都とZOOM

岡田和樹

日時：
場所：

　皆様、はじめまして。先月入会させて頂きました有限会社エル・オー・ジー 専務取締役の
岡田和樹と申します。
　葛野大路高辻で『ノースショア』という車屋を営んでおります。
　牧野ワイズと弊社社長の石原との出会いから２０年の歳月を経て、石原から奉仕クラブに
入会するならば、絶対牧野ワイズのところへと背中を押してくださり、牧野ワイズをご紹介頂
きEMCゲスト交流会に参加させて頂きました。交流会で牧野ワイズのプレゼンを聞き、私も
奉仕する力をつけたい！人持ちになりたい！と強く思うようになりました。
　私事ですが前社では外資系アパレル会社の西日本のエリアマネージャーでしたが、経営
者の方々との交流は多くありませんでした。トップスクラブの例会に参加させて頂き、皆様と
お話しさせて頂くことで刺激を頂き、自分自身が成長したいと強く思い入会の意思が固まり
ました。
　勢いがあり楽しいクラブということに満足するだけではなく、皆様の知恵と知識を頂きなが
ら、自己研鑽を行い、奉仕する力を身に着けるべくクラブ活動を楽しく行っていきたいと考え
ております。
　皆様どうぞ宜しくお願い致します。

内山亜衣

　TOPSの皆様、はじめまして。晴れて皆さまの仲間入りをさせて頂きました内山亜衣です。5
年程前、祇園 巴というラウンジをオープンし、昨年、絲巴屋(株)を設立する運びとなりまし
た。５年という短い間に、数多くの方達とも新たに出会い、数えきれないほどの励ましや、激
励、形はそれぞれですが、本当に沢山の方達から、沢山の応援をしていただいた事で今が
あると日々、感じております。私にとって人との出会いは、最初は細く頼りない糸も、紡ぐい
でいくうちに、どこまでも広がるしっかりとした布地になるような、そんなイメージを連想させま
す。点と点が線となり、線を紡ぐと面となっていくように、面は重なると立体化して形あるもの
になるように。そんなイメージから、ご縁あって出会うべくして出会った方々と、強固で心から
の信頼関係を紡いでいけるようにと願う気持ちから「絲」という文字を選び、初心と、感謝の
心を忘れない為にも、出発点である祇園 巴の「巴」へという文字をつけ「絲巴屋」と名付けま
した。TOPSの皆様との出会いも、これから始まる長いお付き合いの幕開けだと感じておりま
す。まだまだ未熟者ですが、今後とも末永くどうぞよろしくお願いいたします。

大江真澄

　皆様、はじめまして。この度、弊社代表の牧野ワイズよりご誘い頂き、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、株式会社ローヤルプロジェクトの大江真澄と申しま
す。入社してから約12年になりますが、私にとって牧野代表は一言では表せないかけがえ
のない存在です。そんな代表から、このような素敵なクラブにご誘い頂き光栄で即答しまし
た。ただ、まだ入会仕立てで正直何をしたらいいのかよくわかっていないのが本音です。最
初は、活動内容や仕組みを知っていくことからがスタートだと思い、先輩方の背中を見なが
ら、学んで行きます。その中で私なりにトップスワイズメンズクラブの事を考え、自分自身に
出来ることや自分にしか出来ない事を進んでやっていきたいと思っております！
　何よりも、私が入会するまでに、牧野ワイズをはじめ、色々な方が熱心に話してくれ、時に
はユーモアも交えながら、すごく温かく受け入れてくれました。本当に感謝しております。
私自身もこの初心の気持ちを忘れず、これから入ってくる仲間にも同じようにできるよう努め
ていきます。そしてそんな仲間が集まる京都トップスワイズメンズクラブの活動がこれから楽
しみです。よろしくお願いいたします。



西川智之

初めまして。この度、京都トップスワイズメンズクラブに入会させて頂きました西川智之で
す。河原信也ワイズのご紹介で入会させて頂くことになりました。
　私は北山でパーソナルトレーニングジム兼鍼灸院を行っています。施設は今年の5月に
オープンしたばかりで、ご縁があり施設の工事を河原ワイズにお願い致しました。
　これまでは京都産業大学を卒業後、専門学校に通いながら鍼灸整骨院で8年間勤め、柔
道整復師、鍼灸師の資格取得後、退職しフリーのパーソナルトレーナーとして活動していま
した。フリーパーソナルトレーナーとして6年間活動し、自施設を持つことに致しました。
　パーソナルトレーナーとして活動していく中で人間性の大切さを感じてきました。どんなに
素晴らしい技術を持っていても活用できなければ人の役には立てない。活用する為には人
間性を高めることが大事と考えるようになりました。そんな時に牧野ワイズのお話を聞かせ
て頂き、このクラブは本当に人間性を大事にされていて、ここでなら自分はさらに人として成
長できるのではと感じました。
　まだまだクラブについてわからないことはありますが、人として成長し、周りの方々のお役
に立てるようになります。
よろしくお願い致します。

吉岡諒彦

　この度、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、吉岡諒彦と申しま
す。
普段は飲食店と動画編集•SNS運用代行の会社を経営しております。
　私は京都トップスワイズメンズクラブの "奉仕のためには、自身の教養を高め自己研鑽を
重ねる" という理念に感銘を受けて入会を決意いたしました。
　一日も早くワイズメンズクラブに慣れて先輩ワイズ方のような立派な人間となり、奉仕活動
を精一杯頑張りたいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻のほどをお願いいたします。

田頭邦彦

▼ はじめに
 みなさんこんにちは！もー次期会長の田頭です。私の自己ＰＲを載せましたので興味ある
方は一読ください（笑）
 ▼ 職務経歴
昭和 62 年に京都の某銀行へ入社してしまいました。ところが平成 9 年にまさかの経営破
綻。営業譲渡先のＫ銀行に行く も 2 年後にまたもや経営破綻。その後、譲渡先の銀行へ再
就職するものの、これでは将来ないわ～と判断し独立の道へ 進み保険代理店を経営し 20
年が経ちました。リーマンショック後からＭワイズが経営されてリラクゼーション業に参画。そ
して 昨年からゴルフ用品買取販売業を立ち上げ何とか生きております。
▼ 学歴
幼少の時から大学卒業までは奈良で生活しており、中学から始めたソフトテニスの影響で高
校は高田商業高校からの天理 大学体育学部へ。テニスとパチンコしかしてませんでしたか
ね。
 ▼ 自己分析
新しいもの好きです。他人と被るのを嫌がります。常識にはとらわれたくない方です。相手に
合わす一面もあります。
 ▼ モットー
限られた残りの人生を自分なりに謳歌することですかね。自分では「楽笑人生」と言うてま
す。
 ▼ 最後に
このクラブに入会し、人脈が増え、私の未来予想図には描かれていなかった体験や経験を
させていただいています。 感謝の気持ちを忘れずに今日も一日がんばります！今後ともみ
なさんよろしくお願いします！



2021年9月5日
京都YMCAリトリートセンター

日時： 船木順司Y's
場所：

この様に多目的なスペースがこの施設にはあります。
春には山桜が咲き、秋には落葉樹メタセコイヤの絶景を鑑賞
できます。
この広大なリトセンの整備をワイズメンズクラブの各クラブが
年間と通し少しずつ行っておりますが、
夏と秋には京都のワイズメンズクラブ（京都部18クラブ）が共
同で一気に整備を行います。
この様な皆さんの地道な努力で成り立っているリトセンです。
リトセンの紹介はこれぐらいにして、トップスクラブのリトセン秋
ワーク担当ブロックは一番下のグランド全面草刈りになりまし
た。
秋ワークのトップス参加者は14名、この日は快晴・・・熱い、午
前9時30分スタート、７台の草刈り機で手際よく雑草を刈るメン
バー、刈った雑草を収集するメンバー、もくもくと作業が行わ
れます、炎天下での作業なので皆さん汗まみれ、休み休み、
休憩時には雑談に笑い声が響きわたり、今回も楽しい雰囲気
で午後０時３０分ワークを終了する事が出来ました。ワイズの
メンバーと会い談笑し、もくもくと奉仕活動に勤しんだひと時で
した。

PS:トップスクラブには心優しいメンバーがおりまして、小林郁佳ワイズ・寺内陽子ワイズ、毎回ワーク時におにぎり
や摘まめるおかずを持参してくれます。聞くところによりますと午前３時４時に起床し作っているそうです。そして河
原信也Y‘サ委員長には飲み物の準備を頂き、感謝感謝のワーク楽しかった！！

　京都YMCAリトリートセンター（以下リトセン）、リトセンでは夏と秋にこの施設を利用いただく皆様が快適に過ごし
て頂くために京都の18クラブのワイズメンズクラブの皆様や会員の皆様が整備ワークに携わって頂いております。
ここでリトセンをご存じない方、次回のワークに参加しようと思っていただく方のために簡単にリトセンを紹介いたし
ます。
リトセンは山肌を削り整地され6つのブロックに分かれています。
1番上のブロックにはロッジ・研修棟・宿泊施設、
2番目ブロックには食堂（炊事場と併設）、
3番目ブロックには事務棟・グローバルキャビン・西側には今年完成したZEROキャビン、
4番目ブロックにはバーベキュースペース・ファイヤースペース、炊事場等
5番目ブロックにはテントプレース、
6番目ブロックには大きなグランド



2021年9月8日
京阪ゴルフ倶楽部

2021年9月22日
ZOOMで開催 （WEB会議）

2021年9月28日
ZOOMで開催 （WEB会議）場所：

日時：
場所：

日時：
場所：

日時：



（土） 九州部部会　中止 （水） 国際協力街頭募金
（土） びわこ部部会　日程変更　5月中旬 （日） ワイズデー

エイズ文化フォーラム （水） テーブルマナー例会
（日） 京都部部会　日程変更　4/17 （日） オータムフェスタ
（水） ウェルカムゲストデー例会 （日） 瀬戸山陰部部会
（土） 中西部部会　日程変更　2/19 （水） 役員会
（日） 阪和部部会　日程変更　2/27 27・28日 次期役員研修会
（水） 役員会
（土） 西中国部部会　日程変更　1/29

10月 2日 11月 3日

アウトドアクラブ、発達障がい児サポートプログラムボランティアリーダー募集中
2021 年度後期から活動する、リーダーを募集しています。
詳細は http://kyotoymca.or.jp/camp/?page_id=802
または、下記 QR コードを読み取ってご覧ください。
＜説明会＞
　日程： 10 月 5 日（火）19 時～20 時
　　　　　 10 月 12 日（火）19 時～20 時
　　　　　 10 月 19 日（火）19 時～20 時
　　　　　 10 月 26 日（火）19 時～20 時
　　　　　 11 月 2 日（火）19 時～20 時
　　　　 　11 月 9 日（火）19 時～20 時
　　　　　 11 月 16 日（火）19 時～20 時
　会場： 京都 YMCA 三条本館会議室（中京区三条通柳馬場南東角）
　参加希望日時をお名前と合わせて ilovecamp@kyotoymca.org までメールにてお知らせください。
＜連絡先＞京都 YMCA ウエルネスセンター 075-255-4709【担当：内園、中村】
※ご不明な点等も、こちらの連絡先までお問合せください。

　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

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
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