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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」 

 

秋の気配を感じさせる風が吹き、空には秋雲が広がる季節を迎えました。各地で部会が開催され多くのワイズ

メン、メネットが参加、声を掛け合い、握手をされている様子を見ていて、ワイズメン・メネットの繋がりを実

感しています。 本当に素晴らしいことですね。 

今月はＢＦの強調月間です。親友のワイズメンで毎年大きなビニール３袋分の使用済切手を集めている人がい

ます。会社や学校関係の友人にワイズメンズクラブの活動を説明し協力いただいているとのことです。ワイズの

集いにもゲストとしてご招待しているといいます。そのうちの一人が最近入会されたと聞きました。このワイズ

メンは使用済切手収集を通じて広報とＥＭＣを実行されたのです。 

熊本、広島、姫路、神戸でワイズユースクラブ設立に向けて活動が始まりました。国際でも正式に認められた

ワイズユースクラブが西日本区にも誕生する日も近いようです。Ｙサ・ユース事業主任が皆様にお願いしている

「Ｙサ・ユース ワンコイン」献金は、ワイズユースクラブ設立、ユースコンボケーション派遣補助などユース

の活動支援に用いられます。 

ところで飲酒運転の禁止がこれだけ言われていても無くならないのは残念でなりません。「自分だけは捕まらな

いし、事故も起こさない」と過信しているのでしょうか。スピードの出し過ぎも大変な結果を招きます。私達ワ

イズメン・メネットは常に安全運転と、車を凶器にしないことを誓いましょう。     (森本) 
 

強調月間  ＢＦ 

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 

 

10－1 部会が開催されました 
＊阪和部部会：９月３日 近鉄花園ラグビー場に１４０余名が集い、緑のグランドから 3万名が収容できるス

タンドに向かって田中部長が開会宣言、メインポールにワイズ旗が掲揚されました。式典は記者室を会場

に行われ、受付で配られた凍った飲み物と冷たいタオルに主催者の気配りを感じた部会でした。 

＊六甲部部会：９月９日 六甲山ＹＭＣＡで開催され、ＳＯ日本役員・中村勝子ワイズの講演、新入会員 2

名の入会式、ケーキ･バイキングとお茶、熊本を中心に活躍中のデュオ･アゲインのコンサートを楽しみま

した。登録者は１１０余名でした。１８時からは自由参加のバーベキュー夕食会があり参加者同士が親睦

を深めました。 

＊京都部部会：９月１０日 琵琶湖ホテルに４００余名が集い、区大会を思わせるバナーセレモニーで式典が

開会、区･部役員紹介、評議会報告のあと２部ではクロマチックハーモニカ奏者・徳永延生さんのオンステ

ージ、「下手だけど踊れる」バンドを目指す「ナベガンチ」が歌い踊り、休憩時には管弦楽四重奏の演奏も

あり癒されました。 

＊西中国部部会：９月１６日 広島エアポートホテルで５０余名が参加して開催され、東広島市長の祝辞、

広島ＹＭＣＡ下坊総主事の「ＹＭＣＡの青少年活動について」と題した基調講演、評議会、メネットアワ

ーと続き、３部ではサックスの演奏、広島ＹＭＣＡ留学生による民族舞踏もあり盛り上がりました。メネ

ット事業支援献金もされました。 
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＊中部部会：９月１８日 四日市ｼﾃｨﾎﾃﾙに１００余名が集い、バナーセレモニー、評議会報告、新入会員２

名の入会式、事業主任による事業の理解と協力依頼、ユースコンボケーション参加ユースの大会報告、

三重ＹＭＣＡ、メネット事業への献金、懇親会では新入会員のコカリナ演奏、伊勢の国－飛龍東員太鼓

演奏があり楽しみました。 

＊九州部部会：９月２４日 熊本交通センターホテルで「メネットアワー」「評議会」も併催され１３０余

名が参加、ユースコンボケーション報告、「 熊本城の七不思議」と題した記念講演は圧巻でした。ジェ

ーンズメネットダンサーズのダンス、肥後真狗舞の「よさこい」、裏千家 高木社中の呈茶、メネット事

業への献金と盛り沢山の部会でした。 

 

10－2 九州部が部会で「九州部 06 EMC 宣言」をしました 

９月２４日の九州部第 2回評議会において「九州部０６ ＥＭＣ宣言 ～ 九州部３００に向けて」が採

択され、部会で披露されました。宣言文は次のとおりです。 

私たちは次のことを実行いたします。 

1． 各クラブで２００％例会を企画しよう 

2． 「おもてなしの心」でビジターを呼べる例会を企画しよう 

3． コミュニケーションの時間を持ち、メンバーの結びつきを強めよう 

4． 会員の積極的な参加を促そう 

 

10－3 「国際大会誘致を考える会」報告 

２００６年８月２７日（日）１４：３０から東京・四谷の日本ＹＭＣＡ同盟会議室で開催され、西日本

区から吉本ＩＣＭ、森本理事、佐野直前理事、神谷次期理事、佐藤次々期理事が出席。東日本区は高田

理事他９名が出席。 本会では 

1. 日本に国際大会を誘致する可能性をあらゆる角度から検討する。 

2. 本会は東西両区合同でもつ会議であるが決定機関ではなく、本委員会の提案をそれぞれ両区の常任役

員会、役員会に報告し、次のステップに移ることとする。 

ことを確認して協議に入った。 

1. ホストする区・部について：東西協力して Co ホストか、東が Co ホストで西はサブホストか。 

2. 開催年について  ２０１０年か、２０１２年か。 

3. 東日本区の田中博之委員が用意した１１ページにわたる資料を基に、予想される参加人員、会場、

経費、収支等について具体的な数字を挙げて説明され、それを基にした協議がなされた。 

ここまでの協議を踏まえて、次のステップとして、少人数で実行可能か否かの具体的「調査（検討）委

員会」を設置することが合意され、東西の常任役員会で委員を選出し発足することが決まった。 

西日本区では９月１３日、第４回常任役員会を開き「調査（検討）委員会」委員として、吉本ＩＣＭ、

森本理事、神谷次期理事を委員として選出した。 
 

10－４ 常任役員会報告 

２００６年８月１７日（木）１４時から西日本区事務所において開き、１５案件を協議しました。 

主な事項は次のとおりです。 

1． 第１回役員会で承認された環境問題を担当する事業部署（事業主任）について、「地域奉仕事業」を担

当部署とすることが決定されました。 

2． 区財政の健全化、事業支援資金（仮称）の新設運用、組織のスリム化等、第一回役員会において常任

役員会に検討を一任された件の取り組みについて、常任役員並びに財務委員においてリストを作成し

検討作業に入ることが決定されました。 

3． 「西日本区 2000 推進チームの活動について」 会員増強は西日本区の現状を見るとき最重要課題であ

り、あらゆる角度から会員増強についての方策を洗い出し、各部、各クラブに発信して事業を進める

べきである。その方向で事業を進めることが承認されました。 

 

10－5 各部の部会ご案内 
１０月は下記の部会が開催されます。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。 

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 
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10－６ ロースター訂正のご連絡 
４６ページ 「クラブ会員数と出席率の計算」の中で、 ●例会出席とは の  

②メイクアップ ○東日本区大会・部会･･･ とあるのは ○東西日本区大会・部会･･･の誤りにつき訂

正いたします。 

 

10－７ 会長代行者のご連絡 

下記の２クラブからブリテン等のクラブへの発送先を変更してくださいとの連絡がありました。 

高松さぬきクラブ 会長代行 大津 勇吾様  〒769-2601 大川郡大内町三本松***** 

北九州クラブ   会長代行 中本 義宣様  〒800-0064 北九州市門司区松原***** 

 

10－８ New Club が誕生しています 
AREA/REGION           NEW CLUB       SPONSOR CLUB 

 
ASIA/Korea West    Name: New Cheonan Sunghwan 

  Y’s Men’s Club Y’s Men’s Club 
INDIA/Central India   Name: Jabalpur Nagpur 

                            Y’s Men’s Club               Y’s Men’s Club 
 

10－９ 周年記念例会が開催されます 
皆さんで出かけて行って祝いましょう。そして元気をいただきましょう。詳しい内容は各クラブにお問い

合わせてください。 (開催日順に掲戴) 

北九州クラブ 50 周年     2006 年 11 月 19 日  リーがロイヤルホテル小倉 

鳥取クラブ 30 周年      2006 年 11 月 23 日  白兎会館 

大阪西クラブ 20 周年     2007 年  1 月 27 日  オ・セイリュウ 

大阪なかのしまクラブ 10 周年 2007 年 2 月 12 日  ホテルグランビア大阪 

熊本むさしクラブ 10 周年   2007 年 3 月 31 日  ホテル日航熊本 

熊本ジェーンズクラブ 20 周年 2007 年  5 月 12 日  ホテルキャッスル熊本 

金沢クラブ 60 周年      2007 年 5 月 26 日  金沢ニューグランドホテル 

 

10－10  世界エイズデーに合わせて「生命のかがやきコンサート」が開かれます 

11 月 26 日 15 時から、シンフォニア岩国コンサートホールにおいて、STOP HIV/エイズ 生命のかがや

きコンサート実行委員会の主催、岩国ワイズメンズクラブ・岩国中央ロータリークラブの共催で開かれ

ます。当日は「性」について一緒に話そうコーナーや、展示ブースも企画されています。 

入場料前売り一般 1,500 円(1,700 円)、中高生 800 円(1,000 円)、小学生以下無料。()内は当日料金 

お近くの方はぜひご参加ください。 問合せは岩国ワイズメンズクラブ高瀬会長まで。 

 

10－11  11 月の強調月間  Public Relations Wellness  です 

ワイズデーは外部に活動内容をアピールするよい機会です。パンフレット、ホームページ等を活用  
して大いにＰＲしてください。そして共感者をクラブへ誘いましょう。 

荒川恭次 広報事業主任 

《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１F 

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。

 


