
EMC事業通信            １号 
【 「メンバー満足度」の向上こそがワイズ発展の道 】  

 

2019-2020 EMC 事業主任 牧野篤文 （京都トップスクラブ） 

EMC シンポジウムを各地で開催し、京都部を中心に順

調に新しいメンバーが増えています。京都グローバルク

ラブでは、８人同時入会式が行われました。 

１０月２６日西中国部を最後に、中部、瀬戸山陰部を除く７部で開催致しました。 

「クラブ発展の事例」及び「西日本区発展アクションプラン」をシンポジウムで発表させて頂きました。 

キックオフから５ヶ月目に入りましたが、京都グローバルクラブで、７月３日に８人同時入会など、京都

部を中心に順調に新しいメンバーが増えています。１１月２１日現在西日本区全体で５８名（入会予定

含）の新しいメンバーが入会されました。 

 

     令和元年７月３日京都グローバルクラブキックオフ例会にて８人同時入会の様子 
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今期の入会者のご紹介 

康原 文佳   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

山口 誠誉   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

小倉 了    京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

上山 裕継   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

大村 貴則   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

福本 匡宏   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

俣野 正博   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

遊見 志郎   京都グローバルクラブ      入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

間  勝也   神戸クラブ              入会日  ２０１９年 ７月 ３日 

赤峯 雄紀   熊本ネクサスクラブ        入会日  ２０１９年 ７月 ８日  

長田 栄子   大阪茨木クラブ          入会日  ２０１９年 ７月 ９日 

吉川 興志子  金沢クラブ             入会日  ２０１９年 ７月１８日 

仁科 拓巳   神戸学園都市クラブ       入会日  ２０１９年 ７月１８日 

辻本 邦子   神戸学園都市クラブ       入会日  ２０１９年 ７月１８日 

柴田 昌一   神戸学園都市クラブ       入会日  ２０１９年 ７月１８日 

正野 隆士   岡山クラブ             入会日  ２０１９年 ７月２３日 

梅野 勝子   和歌山クラブ            入会日  ２０１９年 ７月２４日 

鉄尾 幸紀   北京都フロンテイアクラブ    入会日  ２０１９年 ８月 １日 

長水 忠雄   北京都フロンテイアクラブ    入会日  ２０１９年 ８月 １日 

千原 裕希   北京都フロンティアクラブ      入会日  ２０１９年 ８月 １日  

櫻井 豊晃   北京都フロンティアクラブ      入会日  ２０１９年 ８月 １日 
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佐藤 善紀   京都 ZERO クラブ          入会日  ２０１９年 ８月 ７日  

辻村 翔平   京都トップスクラブ          入会日  ２０１９年 ８月 ７日 

植浦 基暁   京都トップスクラブ          入会日  ２０１９年 ８月 ７日 

大原 正義   長浜クラブ               入会日  ２０１９年 ８月２２日 

上垣内 文子  呉クラブ                入会日  ２０１９年 ８月２４日 

笹部 昌宏   呉クラブ                入会日  ２０１９年 ８月２４日  

奥村 千秋   京都エイブルクラブ         入会日  ２０１９年 ８月２７日 

鬼頭 栄子   名古屋クラブ             入会日  ２０１９年 ８月３１日 

岡山  聰    京都ウイングクラブ         入会日  ２０１９年 ９月１９日 

岩本 直己   京都ウイングクラブ         入会日   ２０１９年 ９月１９日  

檜山 秋彦   近江八幡クラブ            入会日   ２０１９年 ９月２１日  

西山 大介   広島クラブ               入会日   ２０１９年 ９月２８日 

安藤 元二   和歌山クラブ             入会日  ２０１９年１０月 １日 

木下 昌平   京都エイブルクラブ         入会日  ２０１９年１０月 ８日 

高村 景介   宮崎クラブ              入会日  ２０１９年１０月１８日 

国松 美也子  京都めいぷるクラブ        入会日  ２０１９年１０月２８日 

野々口 敬祐  京都ウエストクラブ         入会日  ２０１９年１１月 １日 

田中 伸幸   京都グローバル           入会日  ２０１９年１１月 ６日 

杉浦 美和   京都グローバル           入会日  ２０１９年１１月 ６日 

安達 昌史   京都グローバル          入会日  ２０１９年１１月 ６日 

池部  翔    京都グローバル         入会日  ２０１９年１１月 ６日 

嶋田 克樹   京都クラブ             入会日  ２０１９年１１月１２日 
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栢本 和佳   京都東陵クラブ          入会日  ２０１９年１１月１５日 

武田 善博   大阪センテニアルクラブ     入会日  ２０１９年１１月２０日 

新井 康典   京都ウイングクラブ        入会日  ２０１９年１１月２１日 

角田 憲彦   京都ウエストクラブ        入会日  ２０１９年１１月２８日 

高橋 壮司   京都ウエストクラブ        入会日  ２０１９年１１月２８日  

熊谷 大樹   京都 ZERO クラブ        入会日  ２０１９年１２月 １日 

三谷 在謙   京都 ZERO クラブ        入会日  ２０１９年１２月 １日 

北門 正浩   京都ウエルクラブ         入会日  ２０１９年１２月 ３日 

坂本 修子   米子クラブ             入会日  ２０１９年１２月１１日 

胡田 倫宏   大阪クラブ             入会日  ２０１９年１２月１２日 

相田 広継   京都トップスクラブ        入会日  ２０１９年１２月１４日 

河原 信也   京都トップスクラブ        入会日  ２０１９年１２月１４日 

山崎 良光   京都トップスクラブ        入会日  ２０１９年１２月１４日 

吉田 恵治   京都トップスクラブ        入会日  ２０１９年１２月１４日 

小野 伸明   長浜クラブ             入会日  ２０２０年 １月 ８日  

新入会員の皆さん、ようこそワイズメンズクラブに！ 

共に楽しみ、成長しワイズライフをエンジョイしましょう！ 


