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「思いやりを持
いやりを持ってワイズライフ
ってワイズライフを
ワイズライフを！」
‐わかち合
わかち合いは微笑
いは微笑みをもって
微笑みをもって‐
みをもって‐
“Enjoy Y’s life with Consideration!”
Consideration!”
- Share with a smile ‐

第 68 回国際大会がデンマークで開催され東西日本区か
ら 120 名の参加があり、日本からの参加者全員が壇上で
国際会長就任式（国際大会にて）

2010 年横浜国際大会のアピールを華々しく行って参り
ました。避暑のつもりがホテルや会場にクーラーの設備
が無く、大会会場は参加者の熱気でまるで日本の夏そのも
の。しかし一歩外に出るとさわやかな風がほほを撫で、北

2010 横浜大会 PR

（国際大会ブリテンより）

欧を感じさせる街並みを満喫いたしました。
さて、9 月はメネット強調月間です。7/20～21 日、熊本

でメネット主査会が開催され、
「発達障がいへの理解と YMCA の取り組みについて」のお話しがあり
ました。メネットさん達は翌日、SO でお馴染みの矢部の「丸山ハイランド」で楽しい一日を過ごさ
れました。8/2 には広報事業委員会・主査会とＹサ・ユース事業委員会・主査会、および合同懇親会
がチサンホテル新大阪で開催されました。ご参加の皆様のご奉仕に感謝申上げます。
また、いよいよ部会が始まります。部長やホストクラブスタッフの皆様は準備で、大変お忙しい時
期では？と思います。部会で皆様にお会い出来るのを楽しみにしています。部会にて 2010 年横浜で
開催される国際大会に向けてのフラッグリレーも同時にスタートします。皆様からのメセージをお書
きいただきますのでよろしくお願いいたします。

注）SO：スペシャルオリンピックス

９月強調月間 Menette
メネット同士
メネット同士の
同士の親睦を
親睦を深めるとともに、
めるとともに、ワイズの
ワイズの一員として
一員としてメネット
としてメネットも
メネットも
積極的に
積極的に例会に
例会に参加しましょう
参加しましょう。
しましょう。
メネットを
メネットを中心に
中心にメネットも
メネットも楽しく参加
しく参加できる
参加できる例会
できる例会を
例会を企画しましょう
企画しましょう。
しましょう。
田上かつみ
田上かつみ メネット事業主任
メネット事業主任 （熊本むさし
熊本むさしクラブ
むさしクラブ）
クラブ）
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９-１ 国際ユースコンボケィション
国際ユースコンボケィション・
ユースコンボケィション・国際大会 開催される
開催される
国際ユースコンボケィションが、7 月 28 日～8 月 3 日にデンマークのヘアニングにて開催
されました。西日本区からの参加者は、姫路ユースクラブメンバーおよびコメットの 9
名のユースでした。あらためて報告が行われます。
また、第 68 回国際大会も 7 月 31 日～8 月 3 日に開催されました。YMCA 世界同盟会長 Martin
Messner 氏、同総主事 Bart Shaha 氏のスピーチを始め、分科会と興味深い内容でした。
（WA
of YMCA のウェブサイトにスピーチが掲載されています。）もちろん、2010 年横浜大会Ｐ
Ｒも盛大に行われました。

９-２ 国際役員立候補について
国際役員立候補について
次年度における次期国際会長および次期国際会計への立候補の受付が行われています。詳
細は、理事事務局 吉本までお問合せ下さい。（期限：9 月 6 日）
また、アジアエリアからの国際議員への立候補も行われておりますが、今年度の選挙につ
きましては東日本区から立候補がある予定です。
（期限：9 月末日）

９-３ 「ロールバック・
ロールバック・マラリア」
マラリア」プロジェクトについて
プロジェクトについて（
ICM08＆
より）
について（ICM08
08＆IC08 より）
国際協会では、国連との関係で「ロールバック・マラリア」プロジェクトを推進すること
となりました。これは、30 秒ごとに一人の子どもの命を奪うマラリアから子どもたちを
守ろうという世界保健機関（WHO）の提唱に応じて、10 ドル弱の防虫蚊帳セット 20,000
セットを献金し、WHO とアフリカの YMCA やワイズが一緒にそれを配布しようとの活動で
す。10 月 24 日、国連の日をキックオフとして 09 年 3 月末までの期限を定めた活動で、
TOF や UGP とは別の活動です。詳細は、次月に杉浦地域奉仕主任よりご連絡いたします。

９-４ STEP 事業につい
事業について
について
☆

片山亜紀さん（京都センチュリークラブコメット）が、STEP としてカナダのワイズ
を訪問されています。クラブや京都部の皆さんの励ましに応えて有意義な経験とな
りますようにお祈りいたします。
☆ ロシアの少年（16 才）から日本への STEP 希望が提出されています。期間は、09 年
1 月 3～17 日までです。ホストクラブおよびファミリーを募集しております。詳細
については、小幡交流主任までお問合せ下さい。

９-５ 前期西日本区費の
前期西日本区費の納入はお
納入はお済
はお済でしょうか
前期西日本区費の納入期限は 8 月末日でした。まだ、納入いただいておりませんクラブ
は早急にお願いいたします。指定の払込用紙にてクラブ名等の記載漏れのないようにご
記入の上、お手続き下さい。（10 万円を終える場合、免許書等の提示が必要です。）

９-６ 「ワイズ読本
ワイズ読本（
読本（とくほん）
とくほん）」 10 月発行予定
「ワイズ必携」に続く、ワイズ理解・発展のための「ワイズ読本」が一冊 1,000 円で発
刊されます。執筆者をはじめ編集委員会の思いのこもった力作です。ほとんどが新たに
編集された内容であり、奉仕クラブ論（小堀理論）も新たな掲載がなされます。今後の
研修で使用されるだけでなく、一般の自己啓発の書物としてもご活用いただけると思い
ます。あらためてご案内を差し上げます。
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９-７ 部会開催
下記のような内容で部会が開催されます。ご参加をお願いいたします。
西中国部
8 月 30 日（土） 12:00～16:00 岩国ビジネスホテル＆スパ
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
パネルディスカッション「YMCA とワイズメンズクラブ発展のために」
登録費￥10,000（メネット￥8,000）問合せ先：九州部書記 加藤國博
中部
9 月 13 日（土） 名古屋中央教会(評議会 13:00 部会 14:00 パイプオ
ルガンミニコンサート 15:00)
白鳥庭園(メネットアワー) 中日パレ
ス(フェローシップ 16:00)
9 月 14 日（日） 15:00～

京都部

登録費￥9,000 問合せ先：名古屋クラブ
京都グランビアホテル
メシ

うたげ

第 1 部式典(15:00～) 第 2 部宴まで生テレビ「500 の壁」 第 3 部 宴
登録費￥10,000 問合せ先：井上事務局
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
9 月 20-21 日（土日）20 日 13:30～ 神戸ＹＭＣＡ余島センター
メネットアワー(14:00～) 「発達しょうがい児への取り組み」
「ナショナルトラスト運動とヴォーリス六甲山荘」(15:30～)
登録料￥13,000 問合せ先：西宮クラブ連絡主事 三島浩司
9 月 27 日（土） 14:00～17:00 大阪ＹＭＣＡ会館 ２F ホール
メネットアワー(11:30～13:00 参加費：￥500 軽食)
「隣の芝生はどんな色？知ろう、学ぼう 中西部」
登録料￥3,500（メネット￥3,000） 問合せ先：大阪千里クラブ

阪和部

六甲部

中西部

９-８ 10 月以降の
月以降の部会について
部会について
瀬戸山陰部

10 月 4-5 日（土‐日）書写山円教寺（ラストサムライ ロケ地）
部会(14:00～) ご住職講和(16:00～) 懇親会(18:00～)
「西の比叡山で培う ワイズの涵養」
登録料￥10,000 問合せ先：姫路グローバルクラブ
10 月 18 日（土）10:30～14:30 大津プリンスホテル
部会(10:30～) 懇親会(12:00～)
登録料￥10,000 問合せ先：林俊博実行委員長(大津)

びわこ部

＊ 理事通信への
理事通信への掲載
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）〒861－2233
ＦＡＸ

096-320-4110

熊本県上益城郡益城町惣領 1415

Ｅメール：yoshi@ys-west.or.jp

ローロー
ローロースター
ロースターの
スターの処分については
処分については、
については、メンバーに
メンバーに迷惑が
迷惑が掛からないよう次
からないよう次のことを厳守
のことを厳守して
厳守して下
して下さい。
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。

＊同封資料 （地域奉仕事業通信 2、広報事業通信 1、EMC 事業通信 3）
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