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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 

理  事  通  信         
西日本区理事  森本 榮三 

 

理事主題 「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 ― 

副  題       「ワイズメン・国際社会に恩返し」 

 

今年は例年になく暑い日が続いていますが、皆様にはお変わりございませんか。愈々、3日の阪和部を皮切 

りに各部で部会が開催されます。ぜひ所属する部や近隣の部会に参加して、勉強と交流の時を持ちましょう。 

今期第 1号西日本区報（NOTES & NEWS 併載）が発行されました。各事業・各部の方針、役員・委員長のお 

役に対する思いが書かれています。ぜひご一読ください。 

今村一之ワイズ（大阪土佐堀）の長年のワイズ活動に対してバレンタイン賞が贈られました。日本人では、 

奈良傳、鈴木謙介、竹内敏朗、田中真、三井満壽雄ワイズに次いで 6 人目です。おめでとうございました。 

7 月末の EMC の集計で 7名の方がクラブを離れ、16 名の方が入会されました。 9 名の増加です。西日本区 

2000 名に向けメンバーの退会防止、会員獲得に知恵と力を結集しましょう。           (森本) 

 

強調月間  Menettes 

ファミリーで参加しようワイズダム 世界の愛が見えてくる!! 
松田洋子 メネット事業主任 

 

9－1 第 67 回国際大会並びに第 11 回ユースコンボケーションが開催されました 

8 月 3 日から 6日までの 4日間、韓国・釜山で開催された第 67 回国際大会は、世界各国から約 1600 

名、西日本区から約 150 名が参加し、盛会裏に閉会しました。 

また、7月 31 日から 6日まで開催された第 11 回ユースコンボケーションには、20 カ国 145 名（西日 

本区から既報の 5名とＩＹＲの橋崎頼子さん）が参加、成功裏に幕を閉じました。 

大会に先立ち国際議会が開かれ、吉本貞一郎国際議員が出席され、重要な議案が審議されました。 

 詳細は国際よりエリア議会も開催され、いくつかの重要な議案が審議されました。詳細はアジア地域 

からの公式議事録が発表され次第お知らせいたします。 

＊ バレンタイン賞・エルマークロウ賞が授与されました 

 大会初日のディナーパーティーの席上、直前国際会長 Benson Wabule 氏による表彰があり、西日 

本区の次の方々が表彰されました。  バレンタイン賞 今村一之ワイズ（大阪土佐堀クラブ）、 

 エルマークロウ賞 惠美奈博光ワイズ（大阪サウスクラブ）。 おめでとうございました。 

＊ 国際個人ブースター賞が授与されました 

 年間 3 名以上の会員を入会させたメンバーに贈られる国際個人ブースター賞を次の方々が受賞され 

ました。今後とも会員増強にご協力をお願いいたします。 おめでとうございました。 

 菅 正康ワイズ（熊本ひがしクラブ）、 岩本 悟ワイズ（熊本むさしクラブ）。 
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＊ アジア地域ユース代表に橋崎真実さんが就任 

インド・コーチンでの第 10 回ユースコンボケーションでＩＹＲ(国際ユース代表)に就任された橋崎頼子

さんが大役を終えられ、次の代表にバトンを渡されました。 2 年間のお働きに感謝いたします。 

また、今年のユースコンボケーションで、アジアのＡＹＲ（Area Youth Representative)に、橋崎真実さ

ん（姫路クラブ 橋崎良治ワイズのコメット）がアジアエリア会長の推薦により選ばれました。益々のご活

躍をお祈りいたします。 

9－2 ワイズメンズクラブ国際協会が 国連経済社会理事会認定 ＮＧＯ に 

前述の国際大会においてワイズメンズクラブ国際協会に、国連経済社会理事会(経社理と略称)の特殊協議

資格が与えられたことが発表されました。経社理は、国際的な経済問題・社会問題の討議と政策勧告を通じ

て国際協力を醸成する機関で、54 カ国の理事国により構成され、国連の 7 割に当たる人材と資金が投入さ

れています。 

経社理との協議資格が与えられたＮＧＯは、関係する会合に出席することが許可され、時には発言を招請

されることがあります。経社理は、ＮＧＯに対しそのノウハウを国連に持ち寄る機会を与えることにより、

国連と市民社会の大切な関係を維持しようとしています。 

9－3 前期西日本区費の納入はお済ですか？ 

前期西日本区区費の納入期限は 8 月 31 日です。まだのクラブは西日本区指定の郵便局払込用紙にクラブ

名、項目明細などご記入のうえご送金ください。 

9－4  日本ＹＭＣＡ同盟からの報告（国際関係） 

＊ 8 月 20 日から 28 日の 9 日間、皆様にご協力頂きましたスマトラ沖地震・津波への支援募金を用いてイ

ンドネシア ニアス島ワークキャンプが実施されています。キャンプには東京、鳥取、熊本の各ＹＭＣ

Ａおよび一般から 8名の大学生、専門学校生、高校生たちが参加しています。 

＊ 1990 年のレバノン内戦以来、レバノン YMCA では全土の約 450 の診療所をとおして人々への医薬品の供

給を行っています。レバノンの情勢が悪化している現在、日本 YMCA 同盟では、国際協力募金の緊急支

援枠から 5,000US＄を、世界 YMCA 同盟をとおしてレバノン YMCA へ送金することにいたしました。 

9－5  常任役員会報告 

常任役員会は今期の第 1回役員会で人選が一任された「国際大会誘致を考える会」の西日本区からの委員

を次の５名に決定いたしました。 

吉本貞一郎 ICM、森本理事、佐野直前理事、神谷次期理事、佐藤次々期理事。 

9－6  第 11 回西日本区大会開催地決まる 

2008 年 6 月 14 日（土）・15 日（日）の両日、奈良１００年会館（ＪＲ奈良駅から３分）、ホテル日航奈良

（ＪＲ奈良駅から１分）を会場に、第 11 回西日本区大会が開催されます。 

ホストクラブ：奈良クラブ （阪和部全クラブが支援予定） 

 

 

 

 



3 

9－7 各部の部会ご案内 

前号でもお知らせしましたが、各部の部会が下記のとおり開催されます。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。 

９月 ３日   阪和部部会      近鉄花園ラグビー場 

９月 ９日   六甲部部会      六甲山ＹＭＣＡ 

９月１０日   京都部部会      琵琶湖ホテル 

９月１６日   西中国部部会     広島エアポートホテル 

９月１８日   中部部会       四日市シティーホテル 

９月２４日   九州部部会      熊本交通センターホテル 

９月３０日   中西部部会      大阪ＹＭＣＡ会館 

１０月１４日   瀬戸山陰部部会    岡山プラザホテル 

１０月２９日   びわこ部部会     彦根プリンスホテル 

9－8 10 月の強調月間は  ＢＦ  です 

使用済み切手の整理作業をしながら、ワイズが国際舞台に活動の場があることを実感しましょう。 

そしてワイズの心が大きく繋がりますように。 

横田憲子 ファンド事業主任 

9－9 訃報 

大阪千里クラブ・チャーターメンバー 前田正和ワイズが 7月 29 日 逝去されました。 

享年 74 歳でした。 謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

 

《理事事務局よりご連絡》 

＊ 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。 

＊ 「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たいときは、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、同封したい送付物（全会長に配布する物があれば、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 新上野ビル 

理事事務局長  上野 哲男 宛  FAX：06-6838-8206  E－Mail：stueno@ys-west.or.jp 

 

過年度のロースター取り扱いについて 

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。

 
 


