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「一人はみんなのために、みんなは一人のために」
― One for all、all for one ―
「ワイズメン・国際社会に恩返し」
第 9 回西日本区大会も成功裏に開催され、私は元国際議員

森田惠三氏の立会い

のもと、佐野文彦理事より厳粛のうちに西日本区第 10 代理事を引継ぎました。
この一年「一人はみんなのために、みんなは一人のために」の主題のもと、私を
ここまで育てて頂いたワイズメンズクラブのために働かせていただく覚悟でおりま
す。
転んだ人を見かけたら駆け寄って助け起こす。
「何で助けるんですか？」と聞く人
はいないでしょう。＝困っている国や人を助けるのに理屈はいらない＝当たり前の
ことを当たり前にするということを、フランス語で「ノーブレス

オブリージ」というそうです。私たちが戦

後国際社会から受けた多くの支援に対して、国と共に私たち自らが国際社会に恩返しする時ではないかと思い
ます。
今期西日本区の重点目標を次のようにいたしました。
１．会員増強 「西日本区 2000 推進チーム」を発足

会員を増強されているクラブでは「やる気」のあるメ

ンバーが常に「本気」になって会員増強に取組んでおられます。会長さんを先頭に、クラブの皆様が「そ
の気」になって取組んでいただかない限り、会員の「自然減」はあっても「自然増」はありません。
２．国際統一事業「STOP

HIV／AIDS」への取り組み

ここ数年、日本・アジア・アフリカにおいて、そし

て世界中で爆発的に HIV／AIDS の感染者が広がっています。
母子感染で HIV に感染し AIDS を発症しても、
満足に治療を受けることができず、短い生涯を閉じる幼い子供の姿がメディアで報じられます。小さくて
もいい、私たちの愛の手を差し伸べようではありませんか。
３．クラブ独自の特徴ある奉仕活動の立ち上げ

クラブに入会を見込めるゲストを迎えても、そのクラブが

具体的にどのような、意義ある活動をしているのかを示さなければ、入会は望めません。
クラブ独自の特徴ある活動を立ち上げましょう。そのことが沈滞しているクラブを蘇らせ、フレッシュ会
員の勧誘、会員増強に必ずつながります。
今月は Kick−Off の月、EMC−C 強調月間の月です。新年度、クラブの年間計画はできていますか。メン
バーにお示しください。そしてその計画を全員で共有し、一年をスタートさせてください。先ず例会に参加
し、活動に参加することからＥＭＣは始まります。
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強調月間

Ｋｉｃｋ−Off

ＥＭＣ−Ｃ

ゴールを目指して「大きくそして強く」キックしてください。 クラブ一致団結して、会長をサポートし
てください。 ゴールは、努力することによっておのずと近づいてきます。
常にクラブの 健康 を念頭に置いてください。
井之上温代 ＥＭＣ事業主任

7-1
前期半年報の提出についてお願い
「前期半年報」の提出期限は７月 10 日です。7 月 1 日現在の会員数などを記入して、期日までに部長宛
に郵送してください。

7-2
第１回西日本区役員会が開催されます
７月 15 日(土)〜16 日(日)に大阪市淀川区のクライトンホテル新大阪で開催されます。
役員会での決議事項などは、区報やインターネットの西日本区のＨＰなどに掲載いたします。

7-3
第６７回ワイズメンズクラブ国際大会の登録はお済ですか
8 月 3 日（木）〜6 日（日）、韓国・釜山で「第 67 回国際大会」が開催されます。登録がお済でない方は
まだ間に合います。お問合せは西日本区オフィシャル・エージェントの㈱トラベル ファイブ ジャパン
(06‑6253‑0212 担当 下村、渡辺)、亜細亜交流旅行(0742‑51‑2520 担当 高橋)へ。

7-4
「１０周年記念第１０回西日本区大会」は大阪で開催されます
2007 年 6 月 9 日(土)〜10 日(日)の両日、大阪西クラブのホスト、中西部各クラブの協力で、松下ＩＭＰ
ホール、ホテルニューオオタニ大阪を会場に開催されます。

7-5

各部の部会日程が決まりました
各部の部会が下記のとおり開催されます。ご自分が所属する部会は勿論、近隣の部の部会にも参加して交
流の輪を広げてください。
阪和部部会

９月

３日

近鉄花園ラグビー場

六甲部部会

９月

９日

六甲山ＹＭＣＡ

京都部部会

９月１０日

琵琶湖ホテル

西中国部部会

９月１６日

広島エアポートホテル

中部部会

９月１８日

四日市シティーホテル

九州部部会

９月２４日

熊本交通センターホテル

中西部部会

９月３０日

大阪ＹＭＣＡ会館

瀬戸山陰部部会

１０月１４日

岡山プラザホテル

びわこ部部会

１０月２９日

彦根プリンスホテル
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7-6
事業主任通信を同封しました
前期「ＥＭＣ事業通信第 12 号」、「Ｙサ・ユース事業主任通信 1 号」、
「地域奉仕事業主任通信 1 号」、「フ
ァンド事業主任通信 1 号」、「メネット事業主任通信 1 号」を同封いたします。

7-7
住所タグ（宛名シート）に訂正がありました
先日お送りしました西日本区役員、委員長、会長の住所タグに変更、訂正がありましたので再送いたしま
す。前回のタグは廃棄してください。
(個人情報を含みますので、廃棄処理の際は充分ご留意ください)
なお、デジタルデーターをご希望の方は西日本区事務所又は上野哲男事務局長までご連絡下さい。

7-8
事業委員会等が開催されます
☆

ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員会、事業主査研修会
新大阪ワシントンホテルプラザにて
７月１日 10 時 30 分〜 事業委員会
12 時 00 分〜

事業主査研修会

同盟報告(上久保主事)
Ｙサアンケートの評価(高橋直前事業主任)
ＹＹＬについて（永井ＹＹＬ）
各部事業主査方針と計画(各部事業主査)

☆

ＥＭＣ事業委員会、主任・主査研修会・懇談会
新大阪ワシントンホテルプラザにて
７月２日 10 時 00 分〜 事業委員会
13 時 00 分〜

事業主査研修会
事業方針と計画
実務について
ＥＭＣディスカッション

☆

第１回メネット主任・主査会議
阪急豊中駅前

ホテルアイボリーにて

７月８日 11 時 30 分〜
国内プロジェクト
ユースのプログラム支援
その他について話し合われます。
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☆

地域事業奉仕研修会
ぱるるプラザ京都にて
7 月 22 日

14 時 00 分〜
地域奉仕事業の全体理解
特別講演「エイズ流行から見た日本社会のひづみ」
講師

京都大学大学院医学研究科

木原雅子助教授

事業主査の方針発表

7-9
理事通信への掲戴
「クラブの記念行事」や「クラブの事業」などを西日本区の皆さんに知らせしたいときは理事
通信をご利用ください。
毎月 20 日迄に事務局まで文書（FAX・E‑mail 等）でご連絡下さい。また、同封したい郵便物（全
会長に配布するもののみ）があれば、毎月 20 日までに事務局までお送り下さい。
理事事務局

〒532‑0012

大阪市淀川区木川東４−５−４

理事事務局長
FAX

新上野ビル１F

上野 哲男宛

０６−６８３８−８２０６

E−Mail

stueno@ys‑west.or.jp

7-10
過年度のロースター処分について
記載されている個人に迷惑がかからないように下記のことを厳守してください。
①ロースターの管理および廃棄処分はワイズメン個人が責任をもって行ってください。
②古いロースターの処分にお困りの方は、㈱洛陽(裏表紙に住所が書いてあります)
へご返送ください。

7-11
８月の強調月間は Youth
Ｙ

s ユース、Ｙ

Activities です

s コメット、Ｙリーダーに

次年度のユースコンボケーションへの参加を積極的に呼

びかけてください。
ＹＹフォーラムの実施

部ユースクラブ設立特別委員会の設置、活動を始めてください。

橋崎良治 Ｙサ・ユース事業主任

《クラブ会長各位へお願い》
この理事通信で会員の皆様に知らせる必要のある項目は、ブリテン等で周知をお願いいたします。 コ
ピーして全メンバーにお配り頂いても結構です。情報の伝達にご協力をお願いいたします。
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