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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！～

あなたは私の愛する子、わたしの心に適う者

躍動するトップスクラブ

マルコ １：１１

コロナだからこそ、CS活動！
地域奉仕・環境ウェルネス事業委員長 余田敏明

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。

CS委員長をしております、余田です。いつも暖かいご声援ありがとうございます。年明けからコロナがまた急速に感染
拡大してきました。コロナに翻弄されつつも何とかやれることを全力でやりたいと思います。
CS委員会として今年こそはと予定していた行事が今年もコロナにより中止になってしまったものもありますが、１０月
に行われた野外でのごみ拾いを行うワイズデーは印象が深く残っています。まず準備としてワイズデー実行委員会に
参加して打合せをしてトップスの枠を超えて京都部の方々と交流できた事が良い経験になりました。こういったイベント
を通じて交流を深めていくのもワイズの醍醐味なのかなと思います。そしてトップスの皆様においては沢山の方にお集
まり、ご協力頂きありがとうございました。
聖嬰会さんやぐんぐんハウスさんの行事が中止になっておりますが、代わりにスイカやじゃがいも、さつまいものファン
ド賞品寄贈品を渡しににいくととても喜んでもらえました。喜んでもらえた時が、やっててよかったなと思える場面であり
ます。
今年最初のイベントとなる１月１０日に滋賀県で開催された小学生ドッジボール大会の支援に行ってきました。当日は
極寒の中でしたが、試合はそれはもう白熱したものでした。正直こんなに本格的な試合だとは思っていなかったので驚
きました。この大会にスポンサーとしてメダル、トロフィー寄贈をトップスからしておりますが、トロフィー、メダルが小学生
たちの目標にもなっているようです。
こんな感じで実際半期を振り返ってみてCS委員会とはなんだろうかと改まって考えました。CSとはコミュニティサービ
ス、つまり自分が住む地域への奉仕をする委員会です。奉仕とはちょっとしたゴミ拾いでも立派な地域奉仕になります。
電車でおばあさんに席を譲る。これも地域奉仕であります。地域奉仕とは簡単な事ですが、なかなか実行するのが難し
い事でもあります。ワイズでなければあまり意識する事はありませんでしたが、ワイズで活動することによって私の中で
の意識が変わって来たと実感します。これは私も成長したということでしょう。
まだ今後も控えている行事などがあります。いつも委員会で支えて頂いている皆さん、そしてトップスメンバーの皆さん
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

TOF

飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を抜きその分の金額を支援しましょう

地域奉仕・環境事業主任 河原正浩（京都トップスクラブ）
例会出席 第1例会
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告
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日時：
場所：

2022年1月12日
ウェスティン都ホテル京都

舞田智之Y's

コロナに惑わされ続けた2021年が明け新しい気持ちで従来の生活を取り戻せる期待を胸に抱き新年を迎えまし
たが、11月～12月にかけての終息ムードも一気に覆るような感染者の拡大で今年もスタートしてしまいました。そ
の影響でお酒を嗜みながら陽気なムードで迎えるはずの新年の例会は過去二年間と同じお酒の提供は控えしっ
かりソーシャルディスタンスを取りいつもの感染対策に乗っ取って行われました。
そこは義務は全ての権利に先立つワイズメンですのでしっかりとルール通りですが、楽しみ方にもwithコロナが
しっかりと染みついておりまして、新年例会恒例のトスファンドでは色々な駆け引きあり、金額をつり上げるだけの
人、どうしてもその品物が欲しい人など様々な思惑が交錯してとても愉快な時間となりました。
何より参加しているメンバーの皆が笑顔なのがとてもグッドでした。 ゲストの方々も多く新メンバーも増え活気の
ある例会を運営してくださって本当に感謝しかありません。
今年の一年も制限のある会の運営になるとは思いますが、今回の例会での皆さんを拝見しているとトップスには
飛躍の一年になると予感させる素晴らしい例会だったと思います。
一年の始まりに皆さんにお会いできて本当に良かったです。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

日時：
場所：

2022年1月19日
京都キャンパスプラザ

鹿取俊志Y's

今期の半期総会はキャンパスプラザ京都で行われました。ウェスティン以外での例会開催では備品の持出が必
要になってきます。相田ドライバー委員長にランチョンバッジや旗などをホテルから運んで頂き音楽の用意なども
して頂きました。またズーム併用となりましたのでズームの準備も必要です。いつも会長が備品の持込、用意をし
てくれてますので、そろそろ出来るようにしないとな！と思っている所です。
例会は会長の挨拶から始まり総会へ、議長は本田さんに務めて頂きました。各委員長さんの報告、会計報告、
次々期会長の承認(石田君は真面目に話していました)新クラブ設立準備委員会解散の承認、次期三役の紹介、Y
サ委員長の紹介が行われました。
新山さんから献金についての話を頂き改めて献金を見直す必要があるなと感じました。
スマイルタイムでは色々な方がお話になり時間短縮でしたが良い例会になったんではないかと思います。
総会にて植浦EMC委員長から例会の出席者数、委任状提出数の発表がありましたが数の取りまとめを担当して
いました。例会会場に来られた事を確認して出席へ正の字を一つ書き、ズーム参加者を確認してまた一つ、欠席
者で委任状を頂いている方は委任状へ一つ書き、委任状くれてない方もいると、中々苦戦しながらの振り分けとな
りましたが無事行えたかと思います。
今期はLINEの投票にてメンバー全員に委任状の提出をお願いしました。コロナ禍の急な欠席にも対応出来ると
の会長の配慮です。例会開催２日前の依頼にも関わらず多数のメンバーさんにご協力頂きましてありがとうござい
ました！
コロナの感染拡大が著しくなってきて蔓延防止等重点措置が発表される事となりました。メンバーの皆さん、お体
には充分気をつけて下さい。ありがとうございました。

日時：
場所：

2022年1月10日
滋賀県立体育館

今西宏樹会長

2022年1月19日
瀬田ゴルフ

高橋保郎Y's

１月１０日に余田CS委員長と的場ワイズとドッジボール大会に
行ってきました。以前トップスクラブの連絡主事をされてた山田さ
んが主宰している大会でクラブからも協賛させていただいており
ます。メダルが３位のチームまでもらえるということで、子供達も
いつも楽しみにしているみたいです。朝現地へ行くと体育館の舞
台の一番前に椅子が置かれてここに座ってくださいと言われ、
ちょっと恥ずかしかったのでもっと雑に扱ってほしかったです(笑)
ドッジボールは２回目の観戦になるのですが、やっぱり面白かっ
たです。なかなか競技でドッジボールを見る機会というのも少な
いと思うので、見たことない方は是非一度足を運んでいただきた
いと思います。そして最後に仕事として、賞状とメダル授与、閉
会挨拶をして終了でした。余田委員長、的場ワイズは本当に寒
い中、一日中ご苦労様でした。

日時：
場所：

皆様いつもありがとうございます、ブリテン広報事業委員会の髙橋です。
今回は「京都YMCAチャリティーゴルフコンペ及び京都トップスゴルフ同好会コンペ」のご報告をさせて頂きます。
開催日は1月19日(水)・瀬田ゴルフコース東コースにて開催されました。準備いただいた実行委員の皆様には、
早朝からの当日とこれまでの新型コロナ経緯の中でご苦労いただいたことと思います。心から感謝申し上げます。
瀬田ゴルフコースは名門コースで、アクセスも良くこの冬の季節でしたがコンディションも良く皆様も思う存分ご自
慢の「腕」を発揮されたことと思います。また、東コース特有の砲台グリーンに苦労された方もおられたのでは・・・、
私も大変勉強になりました。
今回は、「オミクロン株」の急激な拡大等もあり、表彰式等は中止となり、コンペもハーフコンペでの開催となりま
した。そんな中で、栄えある「優勝者」は京都トップスの中野仁資ｙｓが獲得されました。本当におめでとうございま
す。そして、クラブ対抗戦につきましても京都トップスが「優勝者・中野ｙｓ、3位・田頭ｙｓ」の活躍で獲得となりまし
た。
同時開催で「京都トップスゴルフ同好会コンペ」も開催され、ここでは京都トップス会長の今西会長が優勝され、
しっかりと存在感を示され、流石・天晴でした。
本当に実行委員の皆様のおかげをもちまして、参加者全員が笑顔で和気あいあいと楽しい時間を過ごせたこと
と思います。この皆さんの笑顔で「ＹＭＣＡチャリティ」に参加できたことに勢いをつけて「オミクロン株」をも早々に克
服できることを祈りたいと思います。
また次回も皆様にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。

松井篤

吉田早希

2月

今年度より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、松井 篤（まつい
あつし）と申します。１９８５年５月１２日生まれの３６歳です。生まれ育ちは兵庫県で、大学生
の時に初めて一人暮らしで京都に来ました。就職で一度京都より離れましたが、京都の良き
街並みが忘れられず、起業独立を機に京都に戻り、現在、京都府城陽市に住んでいます。
職業は不動産仲介業及び管理業を行っており、主に事業用賃貸不動産をメインに取り扱っ
ています。取扱いエリアは京都をメインに滋賀、兵庫に展開しており、数年以内に大阪への
展開を目標としております。
家族は、妻 長女（６歳）、長男（４歳）でまもなくもう一人迎える予定で、家族が増える楽しみ
と子育ての忙しさと仕事の両立に悪戦苦闘しております。
私自身の趣味はゴルフと海釣りが好きで、時間の合間をぬって行かせていただいておりま
す。また機会がありましたらぜひ皆様ともご一緒してみたいと考えております。
ワイズメンズクラブでは、まだまだわからないことばかりですが、諸先輩方からたくさんの
経験、勉強をさせて頂き、自己の成長と会社の成長につなげていきたいと考えております。
よろしくお願いします。
はじめまして。この度、1月に京都トップスクラブに入会致しました吉田早希と申します。同
志社大学で美学芸術学を専攻し就職しましたが、希望していた美術系の仕事は出来ず挫折
していました。何か手に職を、と思い歯科衛生士の免許を取り、縁があり今は母校に戻って
講師をしています。ただ芸術に関する仕事がしたいという想いはずっとあったように思いま
す。
叔母が切子職人ということもあり、母が経営するお店用に使用していたグラスやお皿を気
に入ってくれるお客様に個人的に販売していたのですが、海外在住の友人から贈答品とし
て使いたいと連絡がありました。透明感と光彩はそのままに割れにくさを兼ね揃えた日本の
切子グラスは大変喜ばれたそうです。
対面でのビジネスが困難になっていることをコロナ禍で痛感していた時期だったので、これ
をきっかけにWEB関連のことに疎い母の代わりに海外にも対応したECサイトを立ち上げまし
た。
天満切子の技術を継承した切子職人の叔母の作品は、「様の美」に徹底しています。使い
やすく日常の中で美しさを感じられる工芸品です。今は人脈を介して、海外に発信していくこ
とに楽しみを感じています。
まだまだ新人ですので、先輩方にいろいろと教わりながら早く馴染めるように努力をしてい
きます。わからないことはどんどん聞いていきますので、よろしくお願いいたします 。

9日 （水） TOF例会
22日 （火） 役員会

3月

9日
12日
13日
30日

（水） 西川研一弁護士講演例会
（土） 次期会長・主査研修会
（日） 卒業リーダー祝会
（水） 役員会

1．幼児自然体験学習プログラム体験会のお知らせ
幼児のための活動チーム「おひさまにこにこクラブ」の体験会を開催します。
この機会に、ぜひご参加ください。
日 程 ①２月２６日（土）②３月２１日（月・祝）
集合解散 9時集合、16時15分解散 ※雨天時は内容を変更して実施します。
行き先 京都YMCAリトリートセンター
集合解散場所 京都駅八条口ＪＲ東改札口前（祭時計広場付近）
対 象 幼児年少～年長（2015年4月2日生まれ～2018年4月1日生まれ）
参加費 各回5,000円（交通費、指導経費、プログラム企画料、保険等）
詳しくは、QRコードを読み取ってご覧ください。
問い合わせ （ＴＥＬ）０７５－２５５－４７０９

