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人は、たとえ全世界を手に入れても、自分のいのちを失ったら何の益があ
るでしょうか。そのいのちを買い戻すのに、人は何を差し出せばよいので
しょうか
マタイによる福音書16章26節

２０２０年度 次期役員研修会に
向かって！
西日本区次期理事 新山兼司
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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。

２０２０年７月京都トップスクラブの例会にて、２０２０ – ２０２１年度ワイズメンズクラブ国際協会西日本区次期理事の
任命状を頂きました。
しかしながら、そこから準備しているようでは、間に合いません。「網無うて淵をのぞくな 」とことわざがあるように網を
持っていないのに淵をのぞいても魚はとれません。 何事も準備万全で臨んだほうが、それなりの成果があるというとい
うことです。
実は２０１９年６月、京都での西日本区大会代議員会で次期における次期理事候補として承認されました。その年の１
０月迄に私の期のキャビネットを決め、第１回顔合わせ会を１２月８日に開催し、リモートを含め９回の三役会、６回の
キャビネット会を行い今回、２０２０年度次期役員研修会に臨みました。
西日本区には４つの大きな課題があります。
１．会員の減少と高齢化
１９９７年の西日本区発足時メンバー数 １、９５２名
２０２０年７月１日現在
〃
１、４１１名
５４１名減少しています。発足時より会員増になっている部は、京都部と九州部の２部です。 ７部エリアの減少に伴
う早期立て 直しが急務になっています。
２．新型コロナウイルス禍での対策
新型コロナウイルスの影響により例会及び委員会の開催がリモート及びハイブリット等に変化していますが、オンラ
イン費用補助や各クラブのメンバー救済の問題。 現在、西日本区新型コロナ対策特別委員会が対応されています
が、新型コロナの先行きが見えない問題があり、今後の課題となります。
３．会員減少に伴う西日本区財政面に関して
これ以上、会員減少が続くなら会費値上げにつながります。 ２０２2年ワイズメンズクラブ創立１００周年、西日本区
２５周年に向かって必ずや会員増強をし、西日本区の財政を健全化に向けての対策が必要となります。
４．２０２２年ワイズメンズクラブ創立１００周年記念事業の準備、及び東西日本区２５周年記念事業の準備
現在、東西日本区にて委員会を立ち上げ、上記記念事業について検討をしていきます。
以上、４つの大きな課題を鑑みて
主題 ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ 未来への挑戦
副題 羽ばたこう！２０２２年ワイズ１００周年に向かって！
とさせて頂きました。
次期役員研修会では、キャビネット全員同じネクタイ、女性は同じスカーフを着用し、心を一つにして臨みました。又、
トップスメンバー参加者は全員トップススーツを着用し、トップスの意気込みを発揮し無事２日間の研修を終える事がで
きました。
今回の研修会においては新型コロナの第３波の影響を受ける中、リモート参加の皆様も含め、多くの参加者の皆様の
お蔭で開催を出来る事になりました。
ご準備頂いたＬＤ委員の皆様、又西日本区事務所の皆様、全員に感謝致します。 有難うございました！

日時：
場所：

2020年11月11日
ウェスティン都ホテル京都とZOOM

本田正人Y's

皆さん！こんばんは。 11月11日(水)に、和食テーブルマナー例会が開催され、遠藤元理事他多くのゲスト様や、
聖嬰会の施設長および生徒さん達を招待し、開催されました。
コロナ禍で、今年のテーブルマナー例会の先行きも怪しかったのですが、清水会長の熱い希望で、今年も実現
することができました。 今年は、昨年までの洋食とは違い、和食マナーと言う事でお箸を使って食べるだけなの
に、どんなマナーや決まり事があるのか？と、皆さんも興味深々だったかと思います。
その中で、お箸の持ち方や使い方、また料理の個数に意味があったり、料理は陰と陽のバランスで盛り付けられ
たり、味付けされたりしている等！聞いた事のない奥深さを学べたんじゃないか？と思います。
我々も、今後、色んなとこで食事に招かれたりする機会もあろうかと思います。その際には、エレガントに、さりげ
なく、美しい食べ方が出来る様にして行きたいと思います。
聖嬰会の生徒さんも何か？身になって貰ったなら有難いかと思います。
また、来年はどうなるのか？今度は、中華マナー例会になるのかな？ 期待しましょう。

日時：
場所：

2020年11月13日
京都YMCA

小林郁佳Y's

トップスの皆様、今晩は。 この度はヨガ教室にたくさんのメンバーさんに参加して頂き有難うございました。藤澤
委員長率いる委員会、初めての試みで皆ドキドキで挑みましたが、たくさんのメンバーさんの御参加のお陰で、目
標の30名も達成し、募金もご協力頂けました！
ヨガの動きって見てる方は 簡単な動きに見えるのですが、いざ！やってみると 身体が思うよう動かず、イン
ナーマッスルが鍛えられ 身体が柔らかくなっていく体操なんだ！と感じました。日頃のストレッチ不足で右足が攣
りましたが恥ずかしくて言えず！
でも頑張って最後まで入門編を行えました。
皆様有難うございました♪ ヨガの佐々木先生にはトップスクラブへのゲスト参加をお願いしています！

日時：
場所：

2020年11月28・29日
ホテルクライトン新大阪

河合博之Y's

いよいよ新山理事期がスタート！ トップススーツのブルーを纏ったトップス軍団が西日本区に上陸！新山次期
理事、河合次期書記、巴山次期会計、河原正浩地次期域奉仕・環境事業主任、的場次期理事事務局長、理事事
務局員として森田ｙｓ、加藤信一ｙｓ、さらにＥＭＣアドバイザーとして牧野ｙｓ、山下大輔ｙｓさらに今西次期会長がＬ
Ｄ委員として総合司会を努め、総勢１０名の参加となりました！
この次期役員研修会に向けて昨年12月から幾度となくミーティングを繰り返し行った甲斐もあって、この研修会
は無事、成功裏に終えることができたかと思います。
とはいえ、まだスタートを切ったばかり、やるべきことはこれからまだまだあります！ クラブメンバー皆様の応援
なしに前に進むことは困難です。
2022年6月の西日本区大会で有終の美を飾り、TOPS PRIDEをクラブメンバー全員で共有できるようになれたら
良いと思います。

理事方針 “Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ 未来への挑戦”
未来への挑戦を皆様と共に切磋琢磨し、西日本区全域に良い風を吹かせたいと思います。
共に邁進しましょう! （理事方針抜粋）

日時：
場所：

2020年11月29日
舞鶴球場
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12日 （土） ビジョンアワー例会
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１． インターナショナルチャリティーラン
心身に障がいのある子どもたちのためのチャリティープログラムです。
今年は「バーチャルラン」！みんなで走って歩いた距離をつなげて東海道五十三次（493ｋｍ）走破をめざします。
日程：2021年1月16日（土）～31日（日）お好きなコースで、どなたでもご参加いただけます。
申込：こちらの専用ＱＲコードからアクセスして必要事項を入力してください。申込期限は2021年1月6日（水）

詳細は案内、ホームページをご覧ください。
お問合せ：インターナショナルチャリティーラン事務局（TEL）075-231-4388
２．スキーキャンプ・ウインター＆スプリングプログラム募集（スキー、雪あそび、体操教室、スイミング、アフタース
クール）
各種プログラムを用意しています。1月までのスキーキャンプは GoToトラベル 適用です。
ぜひお申し込みください。
お申込み： 予約専用サイトe-YMCA

お問合せ： ウエルネスセンター（TEL）075-255-4709

