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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！～

わたしたちの一つの体は多くの部分から成り立っていても、すべての部分
が同じ働きをしていないように・・・
ローマ １２：４

「感謝！期待！お願い！」
京都部部長 中村隆司 （京都ウェル）

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。

京都トップスクラブの皆様こんにちは、先日の部長公式訪問では貴重なお時間を頂きまして有難う御座いまし
た。コロナ禍の影響で時間短縮例会となりましたが、無事に開催して頂き感謝申し上げます。
またその時にもお伝えさせて頂きましたが、前期は的場ワイズに部の役員として大活躍して頂き、そして清水直
前会長並びにトップスクラブの皆様には色々とお世話になり本当に有難う御座いました。今期も新山理事を始め
西日本区役員の皆様、そして今西会長、メンバーの皆様にはワイズ活動にご尽力頂けます事、感謝申し上げま
す。
特に今期は理事輩出クラブと言う事で、普段以上に気合いが入っているのがヒシヒシと伝わってきており、その
第一弾として開催されたＥＭＣゲスト交流会には私も参加させて頂きましたが、素晴らしい企画だと思いました。今
までとは少し違う目線から企画を考えられたとの事で、入会して頂く事も退会を防ぐ事も勿論大事ですが、先ずは
例会に来て頂かないと始まらないと言う点に着目され、その為のオリエンテーションを開催され、そしてそれを早速
結果に繋げておられる事がまた素晴らしい！９月の例会での入会式を楽しみにしております。
正に飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進しておられ、目標とされておられる日本一のクラブも視野に入ってきたのではな
いでしょうか。私も京都部を代表して応援させて頂きます！
６月から始まったトップスクラブの例会への連続出席も、毎月入会式を執り行って頂き、一年間連続して出席させ
て頂けますよう期待しておりますので宜しくお願い致します。
最後になりますが、今期の事業の中でも特に力を入れております部会とワイズデーに関しましては、本当に特別
な思い入れがあります。皆様にご協力頂き、何とか無事に開催させて頂き、成功裏に終わらせて頂きたいと思い
ますので引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022年ワイズメンズクラブ創立100周年に向かって、目標300名の会員増強を目指しま
しょう。YES献金への理解を求め、献金目標達成を目指しましょう。
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日時：
場所：

2021年8月4日
ウェスティン都ホテル京都とZOOM

宮尾勝己Y's

トップスクラブの皆さん、残暑厳しい時期ですが体調良く過ごされていますか？ 去る8月４日ウェスティン都ホテ
ルにて部長公式訪問例会が開催されました。
まん延防止期間でもあり1時間例会となりタイトな時間配分での進行となりましたが河合Y.Sの絶妙な司会さばき
でうまく時間どおりに進行することができ感謝です。
中村部長の今期の京都部部会開催での熱い想いやワイズメンズクラブへ入ってからの沢山の人との出会い自
分自身が成長しY.Sの活動が楽しくなってきたと・・・いろんな業者のいるクラブでの新鮮な人との出会いをされてい
るように感じました。
一昨年からのコロナ過で多くの制約を受け、今までどおりの活動ができない今、ワクチン接種や外出規制を行っ
て一日も早くおさまることを願うばかりです。
これからも実りのある例会づくりを会長、D委員長、Dメンバーと一緒に考えていきたいと思います。
メンバーの皆さんもくれぐれもご自愛お願いします。有難うございました。

日時：
場所：

2021年7月31日
京都YMCA

石飛真

「印刷の営業」

稲田準也

はじめまして。先月入会させて頂きました祇園BAR ALPHAの石飛真と申します。
私は今迄、奉仕活動に対する思いはゼロに等しいものでした。 接客業をしている中で、
様々な方と接する機会がありました。
その中、コロナ禍で通常の業務が出来なくなり、様々な方から心配のご連絡を頂き、日々
お客様に助けられている事に改めて気付くことができました。
この環境の中、ご縁があり、ワイズメンズクラブトップスのメンバーの方々と出会い、触れ
合っていく中で、自分もその立場、人を助ける事ができるようになりたいと感じました。
自分が今までその思いに気付けた事がなく、ワイズメンズクラブトップスの魅力を感じ始め
ていきました。
私は決して器用な人間ではありませんが、歴史あるワイズメンズクラブトップスに入会し、
先輩方の思いを受け止め、考え、当会の深さを知った上で先輩方のレガシーを守り伝えて
いく役割を務めたいと思い、時代に即した行動に移していこうと考えております。
この様な未熟な私ではございますが御指導、御鞭撻の程、宜しくお願い致します。

皆様、こんにちは。EMC委員会/オスカーヤマト印刷の稲田です。さっそくですが私の仕事
についてアピールさせていただきます。私の仕事は印刷の営業をしています。名刺・チラシ・
パンフレット等から、パッケージや書籍までさまざまな印刷物を手掛けています。ときには
webページ・動画や販促物などの発注をいただくこともあります。
私は印刷の営業という仕事にやりがいを感じています。それは、お客様のお困りごとの手
助けがこの印刷という仕事を通して行うことが出来るからです。
「新商品のアピールがしたい」「一味違う名刺がほしい」「商品は決まっているのにパッケー
ジが決まらない」「自伝本を作りたい」など、お客様にはさまざまな要望や問題があります。
印刷物とはあくまで情報を伝える手段の一つでしかありません。しかし、そこに発想やアイ
デアが加わることにより、唯一無二の商品を作ることができ、それが問題解決の糸口になる
のです。
もし、何かお困りごとがございましたら、一度オスカーヤマト印刷までご相談ください。きっ
と解決の糸口が見つかるはずです。
ちなみに当社のモットーは「笑顔で挨拶すること」です！！
※※※当社でPR動画をつくってみました。※※※
https://www.youtube.com/watch?v=XI0jcAsGKNo
面白いとおもった方は、いいねボタンをポチっとお願いいたします。

自己アピール
は難しい

山名一平

お疲れ様です。トップスの愛嬌爆弾の山名一平です。自己アピールできるほどの人間じゃ
ないんですが、折角のアピールの場なのでアピールさせて頂きます。僕の仕事は造作大
工って言う仕事をさせてもらってます。
この仕事は親父がやってまして、僕がチビの時から現場に連れてってもらって仕事を手
伝ってました。勉強も出来なかったんで中学生ぐらいには、この仕事しか無いともう決めてま
した。どんな作業すんのかわからないと思いますのでちょっと分かりにくいですが説明させて
もらいます。僕は基本的にマンションの新築ばっかりやってます。マンション作るのって色ん
な専門の業者ばっかりが集まっています。大きく分けて躯体工事や内装工事なんですが、
造作大工っていうのは内装工事の1番初めに始まります。
図面を見て間仕切りの墨出しから始まり洋間や和室など間取りを作って行きます。相手が
コンクリートなんで決められた空間の中を決まった寸法で作って行くって言うザックリですが
こんな感じの仕事です。得意な事は毎日直角や平行を見てるのでパッと見たら大体アレ
真っ直ぐやなとかは分かるようになってます。尊敬してる人はやっぱりこの仕事に導いてくれ
た親父になるんですかねぇ〜とりあえず仕事には厳しかったです。後はアピールになるかわ
からないんですが僕は凄く出会には恵まれてると思います。仕事関係もそうですしトップスク
ラブの人達もそうなんですが、恥ずかしいですが特に友人で幼なじみの寺本y'sとの出会い
は僕の人生においても大変大きい出会いだと勝手に思っています。タイプや性格が全く違い
ますが小さい頃から知ってる彼が頑張ってるから僕も負けたらアカンなぁ〜と頑張ってきまし
たから、コレからもお互いに切磋琢磨していけるようにトップス魂で頑張れたらいいと思って
ます。

日時：
場所：

9月

5日
8日
11日
25日
29日

10月
（日） リトセン秋季準備ワーク
（水） 通常例会
（土） 中部部会 コロナ感染状況を鑑み中止
（土） 六甲部部会
（水） 役員会

2021年8月24日
ZOOMで開催 （WEB会議）

2日
9日
10日
13日
16日
17日
27日
30日

（土） 九州部部会
（土） びわこ部部会
（日） 京都部部会
（水） ウェルカムゲストデー例会
（土） 中西部部会
（日） 阪和部部会
（水） 役員会
（土） 西中国部部会

１．オープンキャンパス京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 介護福祉学科
日時：９月２５日（土）午前１０時～１２時 癒しの技術 ハンドケア
場所：京都ＹＭＣＡ
申込：参加ご希望の方は、お電話にてお申し込みください。
Tel： 075-255-3287
２．オープンキャンパス舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校
日時：９月２５日（土）午前１０時～１２時
[国際]どんな資格が取れるの？授業の様子を紹介します。
[介護]レクリエーション！身体・脳・心を健康に！
場所：舞鶴ＹＭＣＡ
申込：参加ご希望の方は、お電話にてお申し込みください。
Tel： 0773-64-3686
３．ＹＭＣＡ三条保育園入園希望者説明会
日時：１０月３０日（土）午前１０時～１１時３０分
１１月２０日（土）午前１０時～１１時３０分
※９月の説明会は定員に達しましたので締め切りました。
場所：京都ＹＭＣＡ
申込：参加ご希望の方は、 お電話もしくはメールにてお申し込みください。
Tel： 075-254-8131 E-mail： hoikuen@kyotoymca.org

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

