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今西宏樹会長主題：

＜ All fun, all the time ＞
～魅力あるクラブへ～
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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
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！～

隠れているもので、あらわにならないものはなく・・

躍動するトップスクラブ

ルカ ８：１７

What I can do now
西日本区 地域奉仕・環境事業主任 河原正浩

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。

2021年度から2022年度，新山理事期西日本区地域奉仕・環境事業主任を拝命させて
頂きました河原正浩と申します。久しぶりの区役員で過去にはクラブからご推薦を頂き，京都部地域奉仕・環境事業主査・
EMC主査・西日本区EMC主任と活動させて頂き時の経つのは早いもので28年目になります。
トップスクラブは今勢いがあり良い意味で世代交代の時期に来ていると数年前から感じ今何が出来るのか又自分の居場所
はと考えた時，公私ともお世話になっている新山理事の下少しでもお手伝いが出来るのであればと思い自らお願い致しまし
た。ポジティブに考えていますので勘違いしないで下さい。
西日本区の現状ですが，やはりコロナ禍の影響もあり支援申請，活動報告等も多くはなく中止や延期されている部・クラブが
多数ある様です。少しずつではありますがコロナウイルスの収束が見えてきた状況ですが，まだまだ団体での活動は難しく支
援活動も制限されると思いますが無理のない出来る範囲の奉仕活動で良いと思います，又ワクチン効果もあり感染者もかなり
減少し緊急事態宣言も解除になり10月22日からは普通の生活に戻り仕事，ワイズ活動も活発に出来る様になりなる事を願っ
ています。
明日の光を身体にあびてふり返らずにそのまま行けばよい ・・・乾杯より（笑）
と言う感じでワイズ活動・地域奉仕・環境事業活動お願い致します。
＊ 事業主題としましては
Ｌet,s do a volunteer activity Will that make more people happy
奉仕活動をしましょう その活動により 多くの人々を幸せにする事でしょう
事業方針としましては，この数年の間に温暖化等の影響で未曾有の災害が世界各地に於いて起きています、また途上国に
於いては医療環境が悪く（マラリヤ、貧困、飢餓等）で多くの幼い命が奪われている状況です、2020年には世界中に蔓延したコ
ロナウイルスは未だに収束していません、この状況を少しでも支援する為に各種献金にご理解を頂き各クラブさんに於いて温
度差がないご支援をお願いしたいと思っています。又SDGS（国際社会共通目標）である2030年迄に達成すべき17の目標169
のターゲットのご理解を深めて頂き、SDGSを絡めた例会やワイズデーの実施、今まで奉仕活動をされてきた事がなにがしら
SDGSに関連していますのであまり難しく考えなくても良いかとは思います。
皆さんの人間力（ワイズ力）笑顔でご奉仕、笑顔で活動を・・・！
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クラブメンバーとYMCAスタッフの相互理解と親睦を深めましょう。
そして目的をひとつにしましょう。

Yサ・ユース事業主任 河口裕亮（彦根シャトークラブ）
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日時：
場所：

2021年10月13日
ウェスティン都ホテル京都とZOOM

清水寿和Y's

トップスクラブのメンバーの皆様、いつも大変お世話になっております。10月ウエルカムゲストＤＡＹ例会は10月
13日（水曜日）19時よりウエスティン都京都ホテルにおいて開催されました。新山兼司西日本区理事の「ワイズの
出会いで人生が変わった！-事業多角化への歩み-」というテーマで貴重な特別講演を拝聴しました。中村京都部
部長、合田EMC事業主査、野田大阪茨木クラブ会長、ゲスト様5名の参加をいただきました。
先立って吉田信子ワイズの入会式が執り行われ、めでたくトップスクラブのメンバーに入られました。吉田信子さ
ん、入会おめでとうございます。
新山兼司西日本区理事の特別講演は、ワイズ活動での様々な人との出会い、ターニング
ポイントで掛けられた言葉、仕事に取り組む際の心構え、人生設計の構築方法、ワイズ活動と本業との共通点
等、全て勉強になる講演でした。仕事に対して頭の良い人と熱意がある人では熱意がある人を選ぶお話が非常に
参考になりました。個人的には高校球児だった私の長男同様、平安時代の野球部のお話と倫理法人会に所属し
てますので毎日の早朝起きと月一回のお墓参りに大変共感しました。
新山理事と同じく職場や業界、クラブ、京都部、西日本区にパワーを与えられるように力をつけて行こうと改めて
思いました。

日時：
場所：

2021年9月8日
グランベール京都ゴルフ倶楽部

小林郁佳Y's

10月6日（水）EMC＆ファンド合同ゴルフコンペが開催されました。24名4組 丹波のグランベール京都ゴルフ倶楽
部で
EMC植浦委員長と朝から受付をさせて頂き天候にも恵まれ涼しく回らせて頂きました。
久しぶりにゴルフにお顔を見せてくれた本田ワイズは相変わらずパープレーの連続で、一緒に回ってる私達にも
親切にコース説明をして頂き久しぶりに120で上がる事が出来❗その上たくさんのハンデが付き 跳賞の賞金も頂
き、参加賞の植浦ワイズの逸京さんのポン酢も頂き最高の1日となりました。有難うございます。
参加されたメンバーの皆様、ゲスト参加して頂きました皆様、有難うございます。
ps ! ゴルフの緊張に気を取られ集合写真の撮り忘れ！ご勘弁下さい（笑）

吉田信子

辻村翔平

京都トップスの皆様 はじめまして。 植浦ワイズのご紹介で10月例会より入会させて頂き
ました吉田信子です。
1985年に結婚し、主人の会社を手伝い子育てをし毎日あっという間に過ぎていきました
が、主人の励ましもあり、もう一度好きな事にチャレンジしてみようと思い2019年に祇園北側
にご飯の食べれるラウンジ ジェイドをオープン致しました。
最初は後悔したり挫折したりの繰り返しで何もかもが手探りでしたが、なんとかやれたら
思っている矢先にコロナ禍になり京都も例外ではなくなりました。そのように状況の中、牧野
ワイズを初め多くの京都トップスの皆様にまだ入会していない私を応援して頂き、本当に感
謝しております。ありがとうございます。
敷居の高い料理店やファミリーレストランではなくお客様がお家に帰って来た時のような心
地よい気持ちになって、新鮮で清潔なお料理とお酒を楽しんで頂けたらと日々奮闘していま
す。これからワイズメンズクラブの精神を大切に一生懸命頑張って行きます。皆様どうぞ宜
しくお願い致します。

皆様、いつもお世話になっております。
京都トップスワイズメンズクラブ、今期ドライバー委員会所属の辻村です。
まず初めに今回の「自己アピール」掲載者に選んでいただきありがとうございます！
トップスクラブに所属して2年と少し経ちますので、私の仕事に関して既にご存知の方ばか
りかと思いますが改めてこの場を借りてアピールさせていただければと思います。
私は西洞院蛸薬師上ルの位置で、「VOGA（ヴォ―ガ）」というテーラーサロンで仕事に従
事しております。
「テーラー」とは「仕立屋」という意味です。
オーダースーツを始めジャケットやシャツといった洋服から鞄や靴といったビジネスで扱う
革製品まで当店ではお仕立てしております。
私自身アパレル業界に入って今年で11年目に突入しましたが、まだまだ「仕立て」の修行
が必要だなと感じております。特にこの「テーラー」というお仕事は単純に「洋服を仕立てる」
という事だけではなく、お客様との関わり合いの中でいかにお客様がお買い物を楽しんでい
ただける時間を私達が「お仕立てをする」事も含まれていると考えております。
ただ、当店にお越しの際は必ず洋服のプロ、接客のプロとしてお客様の「洋服」と「時間」を
最高の物にお仕立てさせていただきます。
こんな私ですが、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします！
日時：
場所：

2021年10月17日
京都市中央卸売市場

日時：
場所：

2021年10月14日
アスニー山科

日時：
場所：

2021年10月22日
ホテルエミオン京都

日時：
場所：

2021年10月25日
京都YMCA

11月

3日 （水） 国際協力街頭募金
7日 （日） ワイズデー
10日 （水） テーブルマナー例会
14日 （日） オータムフェスタ
20日 （日） 瀬戸山陰部部会
24日 （水） 役員会
27・28日
次期役員研修会

12月

11日 （土） クリスマスファミリー例会
29日 （水） 役員会

１． YMCA 国際協力募金
お預かりする募金は、 新型 コロナウィルスによって、貧困層がより困難な状況になっている地域 の生
活 支援 を しているインド・ランチ YMCA （京都 YMCA とブラザー関係）など の 支援 に用いられます。
＜募金の方法＞
１）ＹＭＣＡ各フロア受付
２）口座振込 郵便振替 01050-7-19132 京都YMCA奉仕活動基金
通信欄に「国際協力募金」とお書きください。
２． オータムフェスタ
自然あふれる環境の中、秋の一日を楽しみましょう。秋の魅力と味覚が満載。 感染対策を徹底します。
ぜひご参加ください。
日 時： 11 月 1 4 日（日） 11:00 1 4 :00
場 所： 京都 ＹＭＣＡ リトリートセンター
お問合せ： リトリートセンター事務局 TEL 075 255 4709 （当日のみ 0774 24 3838

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

