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＜ All fun, all the time ＞
～魅力あるクラブへ～

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！～
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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。

2021-2022年度 西日本区理事 新山兼司
京都トップスクラブの皆様には、日頃よりワイズダム発展の為、ご尽力をされておられることに敬意を表
するとともに、2021-2022年度は、今西会長を筆頭に、ご活躍されることを、心よりお祈り申し上げます。
今年度、西日本区の最重点目標は会員増強及び退会防止策です。
今から24年前、日本区から東西日本区に分割され、西日本区としての会員数1,952名おられましたが、
現在約1,400名となり552名もの会員減少となっています。
事前に西日本区各クラブから今期の会員増強目標数を確認しましたところ、7月1日全体で276名の会
員増強目標があがってきました。
ただ単に会員数を増やすことでは無く、入会された方々が心の底からこのクラブに入って良かったと思
うクラブにして頂きたいと考えます。心の底からこのクラブに入って良かったと思うメンバーが増えれば増
えるほど、退会者が無くなり会員増強にも繋がるからです。
西日本区ＥＭＣ事業委員会・西日本区ＥＭＣアドバイザー・ワイズ将来構想特別委員会と連携し西日本
区の皆様とともに、目標の会員増強が出来るよう努力したいと考えています。
今期も新型コロナウィルスの影響を受けながらのスタートとなります。会員の皆様の健康を考えなが
ら、ワイズメンズクラブ創立100周年、東西日本区25周年に向かってワイズの活力を取り戻し、活気溢れ
る西日本区にしなければなりません。コロナ禍であっても新しいスキルを身に着け現状を打ち破り、ワイ
ズメンとしての誇りを持ち、自らの成長と共にクラブの発展に繋げて頂きたいと思います。
今年度、京都トップスクラブ輩出の西日本区理事として精一杯、役務を全う致しますので宜しくお願い
致します。

LTOD

リーダーシップを学んでください！クラブ・部・区等あらゆる機会に学びの場がありま
す。全てを有意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に着けてください。

ワイズリーダーシップ開発委員長 鵜丹谷剛（神戸クラブ）

IBC・DBC

締結しているクラブ同士で連絡をとりあい、近況報告並びに協働事業を検討しよう
締結をしていないクラブは他クラブ訪問をしてみましょう！

国際･交流事業主任 深谷聡（名古屋クラブ）

日時：
場所：

2021年7月14日
ウェスティン都ホテル京都とZOOM

藤澤勝己Y's

2021年7月14日、第28今西期、新山理事期が始まりました。コロナ禍、残念ながら1時間例会となりましたが、新
体制の意気込みが強く感じられる例会となりました。
私は、トップスに入会して11月で3年を迎える事になりました。前年は、新米会員でありながら、CS委員長という
大任を任せられ、右も左も解らない中、皆様の協力のもと、何とか委員長を全うする事が出来ました。CS最優秀賞
を会長に上納すべく、出来ることは全力でしたつもりではありましたが、残念ながら、特別賞に終わりました。それ
にも関わらず最優秀トップス賞という、何にも代えがたい、心尽くしの大賞を戴き、大変恐縮するばかりです。この
大きな賞に恥じぬ様に、トップスの発展に貢献していきたいと思います。1年を振り返って、個々のイベントを無我
夢中でしてきましたが、中でも、ヨガ教室、献血は心に残っております。委員会の総意のもと、ヨガ教室をする事に
なりましたが、私自身、一度もしたことがなく、コロナ禍における安全対策等、苦慮致しました。委員一人一人が、
知恵を出し会い、何とか安全に開催することが出来ました。又、皆様の、ご協力に預り、初めてのイベントにも関わ
らず30名参加を達成でき感謝感激でありました。
献血は、前CS委員長、森田ワイズの多大な協力のもと、延32名の命の奉仕を戴き、西日本区では、これからの
地域奉仕活動の一つの在り方を示したとの評価を頂き、大きな意義を感じました。コロナ禍、献血で、一人でも人
命が救われる手助けになることこそが、奉仕団体としての、存在意義を高めることと思います。余田CS委員会期
でも、皆様の沢山の、ご協力を、お願い致します。
西日本区大会を振り返って、京都ウエストクラブが最優秀クラブ賞でした。個人を含め16の賞を獲得されていま
すが、我、京都トップスは、18の賞をとり、数字の上では、西日本区でトップであります。最優秀クラブ賞を戴いて
も、全く、可笑しくない内容です。第２８今西期、新山理事期には、一致団結して必ず最優秀クラブ賞を獲りましょ
う。トップスの皆様、一年間、有り難うございました。

日時：
場所：

2021年6月23日
京都YMCA

山下大輔Y's

さあ、いよいよ第28期今西会長期がスタートしましたね！
今期は西日本区にもトップスクラブより新山理事を始めトップスクラブより沢山のメンバーがでております。京都
トップスクラブが西日本区、東日本区、アジア地域におけるお手本のようなクラブ作りをしていきたいと皆様の心ひ
とつにする時がやってきました！今西会長もメンバー増員に力を入れて「日本一のクラブにするんや！」と筋トレに
励んでおられます（(笑)
そこで、今期のEMC委員長の植浦委員長が今期始まる前から企画しておられました、EMC交流会を先日開催さ
れました。
コロナ過の中での開催もあり人数制限もありましたが、この企画には感動しました。
まず、ゲストさんには奉仕クラブについて、ワイズメンズクラブについて等、スペシャル講師【西日本区EMCアドバ
イザー 牧野ワイズ】のかなり分かりやすい説明があり、その後に懇親会をこっそりと行いました。そこで、ゲストの
皆様と色んなお話をさせて頂きクラブについて納得、興味を持って頂きました。
ここで、皆様にもお友達さんをいきなり例会に呼ぶのはちょっとハードルが高いと思われる方でも気軽にお声か
け出来ると思いますので是非一度お声かけ下さい。
今期も20名の増員メンバーを目指してEMC委員長を始めメンバー全員で取り組んで行きましょう！

日時：
場所：

2021年6月27日
京都YMCAリトリートセンター

寺内陽子Y's

前日までの雨予報で、中止も予想されていましたが、曇り空のもと、無事にワークを行うことができました。
夏季準備ワークは、夏休み期間に行われるＹＭＣＡのキャンププログラム（子どもたちが参加します）の準備のた
めに、ワイズメンズクラブが建物の清掃、野外の草刈りや清掃を行うものです。
トップスクラブの担当は、昨年までとは違い、今年は川への通路の整備と、リトリートセンター入口の橋の清掃で
した。
草刈り、木の伐採、橋の泥の除去と、かなりハードなワークでした。
Ｙサ委員長の二人の息子さんが橋の清掃を一生懸命手伝ってくれたのをはじめ、今期はたくさんのコメットさん
が来てくれて、とても賑やかでした。
牧野さんが、身を挺して川の危険個所を見つけたり、小林イクカさんの美味しい差し入れをみんなでいただいた
り、とても充実したワークでした。
秋にも同じワークが予定されています。力仕事に自身のメンバーさんも、そうでないメンバーさんも、ぜひ気軽に
参加してみてください。

日時：
場所：

2021年6月28日
ウェスティン都ホテル京都

日時：
場所：

2021年7月14日
大津東カントリークラブ

高橋保郎Y's

２０２０年７月１４日（水）、今西期第一回ゴルフ同好会コンペが開催されました。今回は「今西期」のスタートでも
あり、「新山西日本区理事期」のスタートでもあります。当日は皆さんも雨を覚悟されていたと思いますが、ご両名
のスタートと中村京都部部長の参加もあり、天候にも恵まれたゴルフ同好会となりました。
この「ゴルフ同好会コンペ」は、ｙｓメンバー間の交流とファンド益への献金を目的として実施しています。ゴルフコ
ンペといっても、１位以外は飛び賞とニアピン賞でドラコン賞は無しです。ハンデもＷぺリアで上限なし。ようするに
「下手・上手」「初心者・ベテラン」に関係なくみんなで楽しみましょうというコンペです。でも商品は結構いいです
よ！ 当日は、「朝食付」とのことでサンドイッチ・コーヒー・スポーツドリンク等々、協賛・ビワコゴルフの田頭ｙｓが
心のこもったおもてなしをしてくださいます。
是非とも、次回には皆様の参加をお待ちしております・・・私は主催者ではありませんが（笑）、よろしくお願いいた
します。

Yサ事業委員長
河原信也

CS事業委員長
余田敏明

皆様お世話になっております。今西期Ｙサ委員長を務めさせて頂きます、河原信也です。
当初今西会長よりオファーを受けた時に「今回は敢えて会歴の浅い人を委員長とする事より
クラブライフを楽しんでもらいたい」と「サポートはしますので安心して下さい」と寛大なお言葉を
頂き引き受ける決心を致しました。現在準備委員会を数回開催しただけの状況ですが、早くも
その言葉の意味を実感し感謝しております。
又、先日西日本区大会に初参加させて頂き、新山理事期大成功に向け、その一旦を微力な
がらも自分も担いたいと感じました。
コロナ禍で各事業に対する日程調整が難しく、皆様にもご迷惑をおかけする展開が予想され
ますが、ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

今西期CS委員長をさせて頂く事になりました。手間のかかる事はＮＧなのですが今西会長
直々に指令がありましたので断る術はありませんでした（笑）お恥ずかしいことに、献金の種類
とか内容は覚えられていません。CS委員長をすることが無かったら今後も覚えていないことで
しょう。これも良いきっかけだと思って、まずは自分が内容を覚えて皆さんに発信していくことが
大事かなと思ってます。献血は藤沢前委員長が良い流れを作ってくれたので流れを止めない
ように頑張ります！そして！今西期はトップスクラブがボーリング大会ホストクラブとなります！
皆さんのご協力なくしては成功はあり得ません！どうぞよろしくお願いたします！

EMC委員会の28期はメンバー数20名増員が最大の目標です。メンバー数は単に会の人数を
増やすということではなく、ワイズを理解し、トップスに共感する仲間を増やすということです。コ
ロナ禍での積極的な交流がまだまだ難しい中で、毎回の例会でのゲストさんの招集ではなく、
事前にトップスの魅力や考え方を説明し、自らの意思で例会に参加してもらえるような体制を
取り組んでいきます。ゲストさんの最大限のフォローを行っていきます。
EMC事業委員長
植浦基暁

お世話になっております。28期交流委員長に拝命を受けました寺本篤嗣です。このコロナ渦
にあたり人と人、クラブとクラブが交流をしていく難しさ、高い壁、何かをしたいと思ってもなかな
か前に進まない事を痛感する毎日です。
しかし、コロナが落ち着いたら直ぐに行動を移せる準備は出来るので、そういう意識を持っ
て、この交流委員会で頑張らせて頂きたいです。まだまだ未熟ですが、この一年・トップス28期
で自分自身も成長したいと思います。
コロナに負けるな！
交流事業委員長
おのれに負けるな！
寺本篤嗣

最初は新しい体験だらけで、大変でしたが最近は、まだ成長できるかもしれないなあと いう
気持ちに変化してきました。私は出来ない事を考える前に、少しでも良いから 出来る事を行動
に移そうと常に思っています。このクラブを見ていると、熱い思いを持った メンバーさんや経験
豊富なメンバーさんが多数おられるように思います。 そういうメンバーさんと携わりながら、自
分も成長出来る様に頑張っていきたいと思って います。今後とも宜しくお願い致します。
ファンド事業委員長
小林保彦

今西会長期の『ブリテン事業』委員長を仰せつかりました髙橋保郎です。
まだまだ、クラブのこともわからず大役を拝命いただきましたので、微力ながら「今西会長期」
「新山西日本区理事期」を少しでも盛り上げられるよう頑張ります。
主題：メンバーの繋がりから個々の成長へ、そして充実の奉仕へ。基本方針：明るく楽しく、笑
顔御触れる活動を目指します！・・・とさせて頂きました。シンマイ委員長ですが、メインの『ブリ
テン誌』を目一杯活用して、各メンバーの趣味またはオタク・得意な仕事・人となり等を基本的
に全メンバーにアピールして頂きたく思います。個々メンバー間の相互理解こそが繋がりとな
り、人との響きあいになり、本当の仲間づくりを皆さんと共に目指したく思います。
ブリテン事業委員長
今期が充実したものとなりますように、ご協力のほど宜しくお願い致します。
高橋保郎
今西期でドライバー委員長を拝命しました相田広継です。入会して1年半ぐらいで役をいただく
ことってあまりない経験だと思いますが、期待していただいているのだと勝手に勘違いしながら
頑張っていきます。
主題「個人の成長はトップスの成長！全員が成長し合える例会を！！」、基本方針「委員会メ
ンバーから楽しんで取組む。ワクワクする例会作りを心掛ける！」としました。会長主題にある
「魅力あるクラブ」は“例会”からだ！との決意で、頼りになる委員会メンバーと共に、毎回の例
会を挑戦と捉え、1年間頑張って参ります！皆様にご依頼することも多々あるかと思いますの
ドライバー事業委員長
で、何卒ご協力の程よろしくお願い致します。
相田広継

今期ビジョン委員長を拝命されました牧野です。このタイトルは私の委員長としての主題で
す。日本一のクラブとは、メンバー数はもちろんですが、入会したメンバーが「心の底からトップ
スクラブに入会して良かった」と思えるメンバーの比率が高いクラブであると私は定義していま
す。この比率が上がれば上がるほど必ずメンバー増強に繋がります。メンバーがメンバーを紹
介しドロップが無くなるからです。そして、それらのメンバーが階段を一段一段登り新しいリー
ダーにどんどん育つスパイラルを起こす！トップスクラブを日本一のクラブにするために、ビ
ジョン委員長としての私の役割はこの仕組みをトップスクラブ内に築き上げ定着させる事である
と考えています。その延長線上にエクステンションや３０周年３５周年４０周年と輝かしいトップ
ビジョン事業委員長
スの軌跡があると信じています。任期は何年かわかりませんが、受けた以上必ず実現させま
牧野篤文
す！メンバーの皆様よろしくお願い致します。
いよいよ今西会長期がスタートですね。今期の今西会長は間違いなく西日本区で一番忙しい
会長になるでしょう！その理由の一つとして私が区大会実行委員会プログラム委員長をお願
いしたからです。依頼当時私は今西会長が会長を同時期に受けている事を知らず大役をお願
いしてしまい本当に申し訳なく思っております。有難う御座います。
今期はトップスクラブから西日本区新山理事も輩出し理事ホストクラブとなり私達は今まで以
上に襟を正し全国のワイズメンから注目されていると言う自覚を持たなければなりません。
私も区大会実行委員長として今西会長、新山理事、トップスクラブメンバーの皆さんが協力し
合い助け合い全力で駆け抜けた一年の集大成となる区大会にしようと考えおります。
大会テーマは[reborn始まりの地から]です。昔、日本のワイズメンズクラブは日本区として活
区大会実行委員長 動してましが25年前東西に別れ西日本区が誕生し第一回西日本区大会が開催された場所が
髙坂訓
岡山であった事や近年では滋賀、京都での開催が続いた事から今回岡山での開催となりまし
た。コロナの状況はまだまだ先がみえませんが800名のワイズメンがリアルに参加できる事を
目標に掲げ！感動し思い出に残るかっこいい大会開催が出来ればと考えております。そして
皆さんには数々の協力をお願いする事となりますが、どうか今期一年ホストクラブメンバーとし
て一緒に頑張りましょう。
そして一年後涙しましょう。

8月

4日 （水） 部長公式訪問例会
14日 （土） アジア太平洋地域大会 ZOOM
22・23日
青い空と白い雲のキャンプ
25日 （水） 役員会
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特別メネット
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55
1
44
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名
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名 切手
名
名
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5日
8日
11日
25日
29日

（日） リトセン秋季準備ワーク
（水） 西川研一弁護士講師例会
（土） 中部部会
（土） 六甲部部会
（水） 役員会

スマイル

フ

ァ

ン

ド

献

血

0 円 7 月 14,000 円 7 月現金
0 円

81,820 円 7 月

800 ｃｃ

0 円 累計

81,820 円 累計

800 ｃｃ

14,000 円 収益累計

京都ＹＭＣＡ公式 YouTube チャンネル 配信 【おすすめキャンプ飯】簡単に作れる！パスタ料理

下記、ＱＲコードを読み取 って 、 ご覧いただき、 チャンネル 登録、拡散お願いします。

https://www.youtube.com/channel/UCyiaBJWO2jv4mRJWHvT4mGQ

