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「確信を持って前進しよう！」
Let’s move forward with conviction!

梅雨が明け、猛暑厳しい時季となりましたが皆様方はお元気でしょうか？ それぞれの持ち
場で、ワイズダム発展のためにお働き戴いていますことに、心より感謝申し上げます。
去る７月１６日に発生しました新潟県中越沖地震で逝去された方々、被災されて方々に哀悼
とお見舞いを申し上げます。
７月２０日、この地震についての西日本区の取り組み方に付いて発信しましたところ、各地
の YMCA と協働して、あるいはワイズ単独で街頭募金が行われていますことの報告が次々と
届いています。この事にも感謝申し上げます。
本年度第 1 回役員会を 7 月 14〜15 日に開催しました。
急激な円安が進み、ワイズレートを 1 ドル＝125 円に修正、区事務所へパート職員の採用を見
込むなどで、予算の修正を行いました。 7 月後半から 8 月にかけて各部の評議会が開催され
ていますので、部長から詳細の報告が行われると思います。

８月強調月間

Youth Activities

夏は、若者が弾む季節です。きらきら輝く若者と共にプログラムを実践しよう！
ユースコンボケーションの成功を願い、「若者と共に平和をめざすワイズ運動」を広げましょう。
大野 勉 Ｙサ・ユース事業主任(神戸ポート)

８-1 ７月１日現在の西日本区の会員数は 1,630 名です。
前期半年報による西日本区の会員数は 1,630 名で、前年同期より 21 名の減少となりま
した。西日本区 2000 推進チームも澤田 EMC 事業主任とともに活発な活動に入ってお
り各クラブとも目標達成に真摯な努力を頂くようお願い致します。

８-2

前期西日本区費の納入期限は８月３１日です。
西日本区事務所より各クラブ宛てに区費の請求書をお送りしました。ご確認の上指定の
払込用紙で８月３１日までにご送金下さい。クラブ名、項目明細など記入洩れのないよ
うにお願い致します。

８-3 第２２回アジア地域大会（バンコク）並びにユースコンボケーション
第 22 回アジア地域大会は８月１０日から１２日までタイのバンコクで開催されます。
それに先立ち８月８日からのユースコンボケーションに大野Ｙサ・ユース事業主任と共
に１８名の若者が参加します。

８-4 事業委員会・主査研修会、合同研修会が実施されました。
☆ＥＭＣ事業主任・事業主査合同研修会 ６月２４日(日) ホテル法華クラブ京都
☆ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員・主査懇談会 ７月１日(日) 神戸ＹＭＣＡ４階
☆メネット事業主査会 ７月２１日(土) ホテルフジタ奈良(ＪＲ奈良・近鉄奈良徒歩５分)
☆地域奉仕･環境事業、メネット事業合同研修会 ７月２２日(日) 大阪弁天町
☆ＥＭＣ事業委員会・ 2000 推進チーム合同会議 ７月２８日(土) チサンホテル新大阪
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８-5 各部の部会日程の再度ご案内
７月号でもお知らせしましたが、各部の部会が下記の通り開催されます。所属される部
会は勿論、お近くの部会にも参加して交流の輪を広げて下さい。
月 日
部
場 所
備 考
９月１日〜２日九州部部会
阿蘇 YMCA＆白雲山荘
阿蘇クラブチャーターナイト
９月 ９日
京都部部会
ウェスティン都ホテル京都（三条蹴上）
９月１５日
西中国部部会
広島市アークホテル（ＪＲ広島駅より徒歩６分）
９月１６日
中部部会
中部国際空港セントレア
９月２２日
六甲部部会
六甲山 YMCA（午前ペタンク大会、午後部会）
９月２９日
中西部部会
土佐堀 YMCA（地下鉄肥後橋から徒歩７分）
１０月 ７日
阪和部部会
大阪南 YMCA（ＪＲ・地下鉄天王寺から徒歩３分）
１０月１４日
びわこ部部会
彦根プリンスホテル＋彦根城城内
１０月２０日
瀬戸山陰部部会 ホテルサンルート米子

８-6

熊本阿蘇ワイズメンズクラブがチャーターナイトを迎えます。
６月３０日（土）15:00〜 熊本阿蘇ＹＭＣＡで設立総会を開催されました阿蘇ワイズ
メンズクラブがいよいよ９月１日にチャーターナイトを迎えます。
九州部 14 番目 熊本地区で 7 番目です。おめでとうございます。

８-7 広義会員の申請はお済ですか？
西日本区定款第３条３項に基づく広義会員の申請をまだされていないクラブは、早急
に理事宛届けて承認を受けて下さい。用紙は西日本区ＨＰの資料庫にあります。

８-8 ご連絡と訂正のお願い
①西日本区事務所の休業について
緊急事項は理事事務局
8 月 9 日 (木)〜13 日(月)まで アジア地域大会参加のため
で対応します。
8 月 14 日(火)〜17 日(金)まで 夏期休暇
②ワイズレート変更に伴う目標金額の修正
ＴＯＦ個人の目標額(16＄／人)2,000 円、ＢＦファンド目標額(15＄／人)1,900 円
③会長住所の変更
彦根シャトー会長和田忠美ワイズの住所は新しいロースターをご覧下さい。
神戸学園都市会長金田 恵ワイズの住所も新しいロースターをご覧下さい
④宛名シールの誤り
大津クラブ会長林 俊博ワイズを誤って益野忠彦ワイズを載せておりました。
深くお詫び申し上げます。但し理事通信の発送は正しくしておりました。
⑤ロースター掲載内容について
西日本区 2000 推進チームを特別委員会としておりますが、正しくはＥＭＣ事業委員会
の小委員会でありますので、訂正してお詫び申上げます。
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2010 年国際大会の横浜誘致について
2006 年 4 月に東日本区から提案があり、第 69 回国際大会を東日本区がホスト、西日
本区はサブホストで、パシフィコ横浜を会場とすることで立候補しています。本年 8
月に開催されます ICM でアメリカからの立候補と共に審議され決まります。これまで
の経過は前期役員会や理事通信で報告されていますが、改めて経過詳細を文書に纏めま
したので、別紙をお読みいただきご理解下さいますようお願いいたします。

８-10 ワイズユースクラブ姫路−Ｙ３のクラブ会報がアップしました。
７月２３日号が西日本区ホームページにアップしました。全国のワイズメンをクリック
し、瀬戸山陰部の「ワイズユースクラブ姫路−Ｙ３」を開いてご覧下さい。
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８-11 西日本区事務所パート職員募集
2005 年度第 3 回役員会で決議されました、西日本区事務所の安定運営のための職員 2
名体制を実行するに当たり、下記要項でパート職員を募集します。

西日本区事務所パート職員募集
2005 年度第３回役員会において、区事務所特別委員会(森田恵三委員長)より、
西日本区事務所の安定運営のために、職員２名体制が望ましいとの提案がなされ、決議され
ました。この２名体制は、同時に２名が執務するのではなく、複数の職員が全体の事務処理
を理解しておき、不測のときにも事務処理が円滑に遂行できる体制を意味します。新しい職
員が業務を理解するためには、最低６ヶ月間は同時期に勤務し、業務を習熟する必要があり
ます。
１週間に２〜３日、13:00〜17:00 の間勤務できる方で、ワイズ運動に関心・情熱を持っ
た方 1 名を募集します。
望まれる技能：1. パソコン WORD ・ EXCEL ・メールの操作
2. 一般事務・簡単な経理処理
3. 英語能力 文書読解・作成
性別・年齢：不問
時
給：1,０００円
通 勤 費：勤務１日につき 1,000 円以内の実費
契約期間 ：１年（双方の必要に応じ更新）
連 絡 先：西日本区理事事務局長 東 良學
higashiyoshi@oct.zaq.ne.jp
＊ 会員の皆様から、「このような方がおられますが」といった情報も有り
ましたらお知らせ下さい。

８-12 2008 年国際大会参加のオフィシャルエージェント募集
ヘアニング（デンマーク）で開催されます大会に参加するための、旅行のお世話をして
下さる旅行会社を公募します。ワイズの国際大会プログラムを良く理解し、ワイズ会員
メネットを安全且つ安価に参加できるようお世話して下さる会社が対象です。応募会社
とヒァリングを行い選考します。
申し込み締切：2007 年 8 月 21 日
申込先：理事事務局長 東 良學

８-13 理事通信への掲載
「クラブの記念行事」や「クラブの事業」などを西日本区の皆様に知らせたいときは、
理事通信をご利用下さい。
毎月２０日までに理事事務局まで文書（E-mail またはファックス）でご連絡下さい。
理事事務局 〒558-0055 大阪市住吉区万代 2-9-2-403 理事事務局長 東 良學
TEL&FAX 06-6672-7280 E-mail higashiyoshi@oct.zaq.ne.jp

８-14 過年度のロースターの処分について
記載されている個人に迷惑が掛からないよう次のことを厳守して下さい。
①ロースターの管理及び廃棄処分はワイズメン個人が管理して下さい。
②古いロースターの処分にお困りの方は、(株)洛陽(裏表紙に住所が書いてあります)
へご返送下さい。
理事通信８月号と同時に以下の資料を送付しております。
（順不同）
ＡＰ藤井寛敏様の発言訂正と経過、Ｙサ・ユース事業主任通信、ＥＭＣ事業主任通信第２号、
2006〜7 年度 EMC 集計表(07 年 6 月末)、ファンド事業通信(緊急)、メネット事業通信第１
号橋崎恵子アジア地域ＭＣ事業主任報告、ワイズユースクラブ姫路−Ｙ３クラブ会報(郵送
の方のみ、メール配信の方は恐れ入りますがホームページをご覧下さい)

3

