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躍動するトップスクラブ

ヨハネ１５：４

地域奉仕・環境事業主任　河原正浩（京都トップスクラブ）

メネット事業主任　竹内芳江（岡山クラブ）

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 ：

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
　　　　　　　　魅力とは何か…
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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 ：

Y'S MEN'S CLUB 第9号

羽ばたこう！ 2022年ワイズ100周年に向かって！

辻村翔平Y’ｓ

　皆様お疲れ様です！京都トップスクラブの辻村です。今期はドライバー委員会に所属し活動しております。改めて、よ
ろしくお願いいたします！
　今回、「京都トップスクラブの活動の魅力とは何か」というテーマで執筆をさせていただきました。
　私が思うトップスクラブの魅力というのは年齢や経験、立場、職業など関係なく世代を超えて一緒に活動ができるとこ
ろだと思います。私は経営者でもなんでもない、ただの29歳の若輩者です。そんな私にとってこのトップスクラブでメン
バーの皆様と一緒に奉仕活動を行うというのは、本当にかけがえのない経験だと感じています。
　何故、メンバーの皆様と活動を行うことが「かけがえのない経験」になるのか。それは普段知り合うことができない方と
知り合うことができ、共に活動を行うことで「為人」を知り、一緒に感動や楽しさを分かち合えるからです。
　同世代の友達と感動や楽しさを分かち合うことは簡単だと思います。ただ、世代が一つ違えば、立場が違えば、そう
いったことを分かち合うことは、とても難しいことだと感じませんか？
　自分自身の社会人としてのキャリアを積み上げていけばいくほど「友人」を作ることは難しくなってくると思います。私
自身、年齢を重ねていくにつれ、そのことを感じる瞬間が多くなってきました。
　ただ、トップスクラブに入会して様々な方と奉仕活動を通じて交流をさせていただくことで新たな人間関係、しかもそれ
は一生培っていける素晴らしい関係を新たに築いていくことができております。
　人間関係は時に頭を悩ます原因にもなり得ますが、一生の財産にもなり得ると思います。「共に苦しみ、共に楽しめる
関係性を世代を超えて作ることができる。」この一生の財産を私はトップスクラブで作ることができたと思っております。
　ただ同時に、まだまだトップスクラブでの活動の色んな醍醐味を味わってはいないと感じています。これからもこのトッ
プスクラブで色んなことを経験させてください。そして、この魅力を沢山の方に伝えていきたいと思います。
　今後とも、何卒、よろしくお願いいたします。

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 ：

わたしにつながっていなさい。わたしもあなたがたにつながっている。

CS
さぁ開けよう！2030年達成に向かってSDGｓ17の扉を奉仕活動は全てのSDGｓを支援
しています

Menettes
「ワイズと共に奉仕の笑顔」「広がる輪・寛容の心」



2022年2月9日
京都キャンパスプラザとZOOM

2022年2月24日
GROVING BASEとZOOM

メンバー数 （広義会員4名含む） 名
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日時： 石田博紀Y's
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　2月9日TOF例会が京都駅近くのキャンパスプラザで、お二人のメンバーゲストも迎えして開催されました。TOFと
は「Time of Fast」世界中のワイズが一食抜いてその費用でＹMCA が世界に展開するプロジェクトを応援するとい
う企画で過去40年で450万ドル、5億円以上が寄付されています。会では河原正浩地域奉仕・環境事業主任がCS
事業についてわかりやすく講義いただきました。また今年度は西日本区大会ホストクラブとして実行委員会が活動
してこられた中で、メンバーへ協力をお願いする気持ちも込めて過去の映像を拝見し、新山理事はじめ各役割の
委員長から説明をいただきました。
　西日本区大会は6月11日に岡山国際ホテルにて開催されます。コロナがどの様になるのかわからない難しい時
期ですが、トップスメンバー、岡山クラブメンバーが一致団結して成功させたい気持ちをいただきました。
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　みなさん、こんにちは。初めましての方も多いかもしれません。
　上京区で１０歳の娘と二人暮らし、仕事は伏見区深草で司法書士をしている、寺内陽子で
す。よろしくお願いします。
　２０１０年の４月？に入会したはずなので、入会してもうすぐ１２年経ちます。会歴は長いで
すが、前期清水会長期に会計をさせていただいたほかは、ゆるくのんびりと参加していま
す。
　司法書士としては、今年２０周年を迎えます。独立してからも１３年経ちました。売買や贈
与などの不動産登記、会社の設立や役員変更などの会社法人登記、相続や遺言書の相談
や手続き、高齢者や障害のある方の後見人になるなど財産管理業務、をしています。
　相談しやすい雰囲気を強みにしているので、年配の方や女性のお客様が多いです。
　ペーパードライバーで車がないので、電動自転車で走り回っています。電動自転車ではカ
ロリーは消費されないようで、一日走り回っても全然痩せません。
　親しみやすさを言い訳に、外見に手を抜いてきたことを反省し、今年は外見を磨くことと自
己紹介や自己アピールをうまくできるようになることを目標にしています。
　プライベートでは、趣味という趣味はないのですが、若いころは神社やお寺巡りが好きだっ
たので、空いている今、せっかくなので運動を兼ねていろいろ巡ってみたいと思っています。
　子どもがいるので例会後の２次会には参加できてませんが、お酒は大好きです。コロナで
なかなか一緒に飲める機会がありませんが、ご一緒したときはよろしくお願いします。

　メンバーの皆様、いつもお世話になっております。私の事業は清水自動車工業株式会社
で自動車の整備・車検・新車販売・中古車販売・保険・レンタカー業を主な業務としていま
す。故障時のレッカー対応も24時間可能ですので何かありましたらご用命をよろしくお願い
いたします。メンバーのブッティー君も従業員として日々業務に励んでおります。場所は国道
9号線桂川西大橋西詰南側（チファジャの西隣）です。商用車（バン、トラック）を得意としてお
ります。ベテラン整備士2名とその整備士に鍛えられたブッティー君がいますので
技術力は万全です。
　私は現在５８歳（昭和39年3月5日生まれ）で妻1人、子供2人です。子供2人は家を出て妻と
2人暮らしです。先日、二男の結婚が決まり我が家に一足早く春が来ました。私の趣味はラ
ンニングと鉄道（乗り鉄）です。6月11日（土曜日）の西日本大会やその準備で岡山に出向く
際も在来線を乗り継いで行こうと思っています。缶ビールを飲みながら電車に揺られて最高
ですね。座右の銘は、「礼儀は鎧」です。皆様ご存知のように、飲み過ぎると礼儀を忘れます
ので注意してください。西日本区大会、クラブ最優秀賞へ向けて頑張っていきますのでメン
バーの皆様宜しくお願い致します。
　ブッティー君も11月29日にカンボジアでの挙式が決まりました。

船木順司

清水寿和

寺内陽子

私の生業は銀行員から始まりました。両親が商売人で子供ながら紆余曲折を目の当たりに
し、知らず知らずのうちに安定した生業を求めていたようです。社会人として正義感あふれ
スタートしましたが僅か５年でその正義感を打ち砕かれ退職、今までお世話になっていた方
へ挨拶に回る中、次の仕事が決まっていない現実「とりあえず何か仕事をしなさい」と、損害
保険会社への研修生を進められました。とりあえず仕事をと腰掛のつもりで始った生業。２
年間保険会社の社員として損害保険業を学び損害保険代理店として独立致しました。5年
後ワイズメンズクラブに入会、仕事に追われる中、ワイズの仲間たちと交わる事で勇気や元
気頂き、常に冷静を保つ事が出来たのだと思います。仕事では常に高みを目指し成果を上
げナンバー１にも成りました。その時、成果を上げた満足感よりも心身の疲弊感の方が大き
く、こんな日常を続けて良いのかと問う日々、、、、仕事は時間の許す限り、余暇は結構みだ
ら！日常生活のリズムや切り替えが出来ていなかった。そんな時、ワイズの例会や事業に
参加し職業職種の違う様々なワイズメンと交わる中で感じた事は、組織を拡大する事を目的
にしていた私でしたが、本来は生活を豊かにする事が私の目的だったと、52才の頃にやっと
気付きました。業態を縮小方向へ決断、不安や誹謗中傷も有りましたが、そんな時もワイズ
の皆さんとの交わりで冷静を保つ事が出来ました。今振り返ると心のゆとりや家族との生
活、そしてワイズでの活動全てが穏やかに成ったと感じます。現在66才、ワイズの皆様にワ
クワク感を頂きながら有意義な人生を送りたいと思います。Ysly

ワイズとなりわい



（水） 西川研一弁護士講演例会 （水） 武田邦彦氏講演例会
（土） 次期会長・主査研修会 （日） 京都部部会
（日） 卒業リーダー祝会 （水） 役員会
（土） 西日本区オンライン交流会
（水） 役員会

廣田です。例会が終わるといつもダッシュで帰ります！

　皆さんこんにちは、廣田です！トップスに入会したのは10周年の式典の時だったので17年
位前になります。当時幼稚園児だった娘が一人は社会人、もう一人が今年春に大学を卒業
して社会人です。
　税理士業で独立開業した時に誘っていただいて、入会後は、家族ぐるみで、クリスマスファ
ミリー例会、夜桜フェスタ、オータムフェスタと楽しい時間を過ごさせていただきました。
　私の職業は税理士で、四条烏丸エリアで事務所を開いているので事業が成功している様
に見えますが、たまたま条件が良くて、ビルのオーナーの人柄が良かったので10年前に
引っ越して来ただけで、成功度は中の上程度です。
　税理士はAIが台頭して将来無くなる職種なんて事を言われますが、仕事の内容はこの10
年くらいで随分変わりました。以前は帳簿の記帳と法人の決算税務が稼ぎ所だったのが、
現在では極力記帳は行わないで、顧問先の行った会計処理、税務処理が適正に行われて
いるかのチェック、法人税中心のビジネスモデルから、法人税、所得税、相続税に関わる全
部と、経営のコーチングっぽいサービスに変容し、時代の要請でまだまだ業態が変わってい
ます。日々アップデートが必要になったのが10年前と変わった点です。
　私の趣味は、アコースティックギターを演奏する事です。ギターは小さなオーケストラとも例
えられ、少し練習すると、メロディーと伴奏、ベースラインを一人で弾ける様になります。指が
5本あるので物理的には何も不思議ではありません。となりのトトロなどのスタジオジブリの
曲を弾いていると、仕事に疲れた時も、気分転換になり癒されます。アコギ好きの方は、事
務所にお寄りください。

廣田隆治

17日
27日

4月 13日3月 9日
12日
13日

　協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

30日

第25回　西日本区大会
　2022年6月11日(土)

　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

26日


