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2008 年 8月 1日発行 

2008 年 8 月号  
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 佐藤 典子 

理事主題 

「思いやりを持ってワイズライフを！」 

‐わかち合いは微笑みをもって‐ 

“Enjoy Y’s life with Consideration!” 
- Share with a smile ‐ 

今年も暑い夏がやって参りました。そして、元気な

子供たちの声が山や海に響き、ＹＭＣＡではキャンパ

ーやユースリーダーが大きく成長する季節ですね。 
ワイズでは、国際ユースコンボケィションと国際大

会が開催されています。2010 年の横浜大会のＰＲもあり、東西日本区から多くの皆さまがデン
マークへ向かわれています。私たちも新たな友人や異文化と出会い、自己研鑽ができる国際大会

ではないでしょうか。旅路の楽しみと安全をお祈り申上げます。 
さて、皆さまのクラブでは納涼例会など家族や友人と楽しむ例会を企画されていることでしょ

う。メンバーやビジターの心が通う思いやりのある例会を運営されますことを期待いたします。

半年報による会員数は年度末のドロップがありましたが、昨年と比べ確実に増加しております。

この熱意を継続し、更なる会員の増強をお願い申し上げます。 
ＹＭＣＡやユースコンボケィションで活躍する青少年への「思いやり」と戦争の犠牲になった

多くの方々への「思いやり」、未来を担うユースとその礎である平和への祈りを感じる 8月です。 
 

 

８-１ 西日本区会員数は、1,672 名 87 クラブ(2008 年 7 月 1 日現在)です。 

「前期半年報」の集計の結果、西日本区の7月1日現在の会員数などが確定いたしました。

昨年比、約 40名の増加です。2000 推進チームをはじめ、クラブＥＭＣ委員長のご努力に

感謝申上げます。区報第 1号に詳細を掲載いたしておりますので、部やクラブ別の分析を

お願いいたします。2000 への熱意を継続させて参りましょう。 

8月強調月間 Youth Activities  

  ワイズ理解と YMCA理解を一層深め 
ワイズと YMCAとユースにできる社会貢献活動を探そう！ 

濵田 善秀 Ｙサ・ユース事業主任 

西日本区役員会 
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８-２  前期区費納入のお願い 

提出いただいた前期半年報に基づき、クラブ会長宛に請求書が送付されます。納入期限

は 8月末日です。指定の郵便局の「払込取扱票」に必要事項をご記入の上、月末が週末と

なりますので早めの納入をお願い申し上げます。10 万円以上の払込は本人確認が必要で

すので、ご準備下さい。 

 

８-３ 08-09 年度ロースターおよび西日本区報第 1号発行 

ロースターは、7 月 20 日頃から順次配送を進めていただきました。クラブ運営の事務

手続きなど新しくなっています。ご活用下さい。 

また、西日本区報第 1号が発刊されました。メンや特別メネットへの配布をお願い申し

上げます。また、メネット報が綴られていますので、ぜひメネットにも読んでいただいて

下さい。 

 

８-４ 部会開催 

下記のように部会が予定されています。 

西中国部 8月 30 日（土） 12:00～16:00 岩国ビジネスホテル＆スパ 

  評議会・メネット会(10:30～) 部会(12:00～) 懇親会(13:40～) 

  登録費￥8,000 問合せ先：高瀬西中国部部長 

九州部  9 月 7日（日） 11:00～19:00 熊本交通センターホテル 

  評議会・メネットアワー(11:00～) 部会(13:00～) 懇親会(17:00～) 

  登録費￥10,000（メネット￥8,000） 問合せ先：加藤國博九州部書記 

中部  9 月 13 日（土） 13:00～  名古屋中央教会(評議会・部会) 

  中日パレス(フェローシップ) 白鳥庭園(メネットアワー) 

   

京都部  9 月 14 日（日） 15:00～  京都グランビアホテル 

  第 1部式典(15:00～) 第 2部宴
メシ

まで生テレビ「500の壁」 第 3部宴
うたげ

 

  登録費￥10,000 問合せ先：井上事務局 

阪和部  9 月 15 日（祝） 11:00～15:15 和歌山ＹＭＣＡ ６Ｆホール 

  合同メネット会(11:00～) 阪和部会(昼食 12:00～) 

  会費￥3,000 問合せ先：和歌山クラブ 吉田絹恵書記 

六甲部  9 月 20-21 日（土‐日）神戸ＹＭＣＡ余島センター 

中西部  9 月 27 日（土） 大阪ＹＭＣＡ会館 

 

８-５ 10 月以降の部会について 

瀬戸山陰部 10 月 4-5 日（土‐日）書写山円教寺 

びわこ部  10 月 18 日（土）大津プリンスホテル 
 
８-６ 神戸クラブ連絡先変更 
    神戸クラブ河合睦夫会長は、加療中のため様々な書類は神戸クラブ森章一直前会長まで

送付ください。なお、河合会長がお元気になられましたら、その時また再度ご連絡いたし

ます。 
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８-７  第 1 回役員会が開催されました 

7月 5日(土)～6日(日)にホテルクライトン新大阪（大阪市）で開催されました。 

部長・主任とも全員参加で、十分な審議を行うことができました。 

 

８-８  ＹＭＣＡ同盟 ユースファンド 

    日本ＹＭＣＡ同盟では、特別公益増進法人として「ユースファンド」を立ち上げられま

した。これは、次世代を担う青少年の育成を目的としたもので世界ＹＭＣＡ同盟が提唱す

る「世界市民認証(Global Citizenship Award)」へ参加費を援助し、アジアの青年に世界

市民としての視点を持つことを提供するものです。（http://www.ymcajapan.org） 

 

８-９ ヘアニング（デンマーク）にて国際大会開催 

      ☆ 国際ユースコンボケィション 2008 年 7月 28 日～8 月 3日 

開催地：ヘアニング（デンマーク） 

   参加者：只野 心(大阪土佐堀 YL) 大村明子(熊本 YL) 谷南津子(大阪西 YL) 

       大原真規 岡野洋平 森本武範 橋崎真実 橋崎頼子 前田梨茶 

(以上、YYC 姫路) ＊参加 9名 敬称略 YL: Y’sling  YYC: Y’s Youth Club 
 ☆ 第 68 回国際大会  2008 年 7月 31 日～8 月 3日 

   東西日本区からの多くのメン・メネットが参加され、2010 年横浜大会のＰＲが行われ

ます。国際協会のＨＰまたは次のアドレスからネット中継が準備されています。

http://www.ysmen.tv/ 

 

８-１０ 住所データの更新をおねがいします 

 先月お送りいたしましたデータに間違いがございました。なお、メール等でデータを希

望され、お送りいたしましたデータも同様です。訂正・更新をお願いいたします。 

 ＊あらためてデータをご希望であれば、メールにてご連絡下さい。(yoshi@ys-west.or.jp) 

 

８-１１ 事務所および事務局の業務について 

 国際大会参加のため 区事務所（7月 30 日～8月 5日 閉所） 

           理事事務局（7月 29 日～8月 9日 閉局） 

 事務所夏季休暇   8 月 13～15 日、16・17日(土日) 

 ＊ 緊急のご連絡・問合せは、守田富男書記（八代クラブ）で対応いたします。 

  

＊同封資料 4部（EMC 事業通信 地域奉仕事業通信 メネット事業通信 国際半年報集計） 

 

＊ 理事通信への掲載 

「クラブの周年例会」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日まで文書でご連絡下さい。 

理事事務局 吉本貞一郎（熊本クラブ） 

ロー＊ ロースターの処分については、メンバー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 ロースターの処分にお困りの方は(株)洛陽(裏表紙に住所があります)へご返送下さい。 


