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「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

‐

朝夕はすっかり涼しくなり秋の気配を感じます。8 月
から 9 月にかけて発生した台風による集中豪雨で被害に
遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
8 月 30 日の西中国部部会をスタートにすでに九州
部・中部・京都部・阪和部・六甲部で部会が開催され、
「2000 目指して一直線」
（部会でＰＲ）

それぞれに特徴ある部会でした。アピールにも思考を凝
らし、西日本区 2000 推進チームによる「2000 目指して

一直線」
・第 69 回国際大会では「行くぞ〜横浜」
・第 12 回西日本区大会は「熊本であなたとともすワ
イズの灯」と元気あるアピールがあり、おかげさまで理事はじめキャビネット一同、楽しく訪問させ
ていただきました。ご準備いただきました各部長・ホストクラブの皆様に感謝申し上げます。残りの
3 部会も楽しい部会と期待しております。
第 69 回国際大会に向けてフラッグリレーを行っております。すでに開催された部会では参加の皆
様に記名をお願いいたしました。全部会終了後は各クラブにフラッグを回しますので部長は責任を持
って次の部へお渡し下さい。
（詳細については後日、連絡致します）10 月は「ＢＦ強調月間」です。
ＢＦ代表の申込み案内が届いております。また、いくつかのクラブで新クラブ設立の動きがあるよう
です。スポンサークラブの会長は早目にその情報を部長・主査・ＥＭＣ主任にご報告いただきますよ
うお願い致します。
実りの秋・食欲の秋そしてロマンチックな秋、皆様はどのように過ごされますか・・・

10 月強調月間

BF

整理作業を通してクラブ内でのコミュニケーション。
島崎正剛 ファンド事業主任
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（名古屋プラザクラブ）
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ＢＦ代表の募集について
08-09 年度の BF 代表に関する情報が BFEC より届きました。アジアからのフル・グラント
（全額補助代表）は、BF09/10-03〜06 の 4 件、パーシャル・グラントは 21 名です。
ご希望のメンバーは BF2（申請書）をご提出下さい。必ずクラブのご了解の上、ファン
ド主査・部長を通してファンド主任等へご相談下さい。
（区ＨＰ、ファンド主任通信参照）
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BF09/10-03

2009 年 10 月中旬

BF09/10-04

2010 年 4・5 月

BF09/10-05

2009 年 10・11 月

BF09/10-06

2009 年 9・10 月

クラブ訪問

ﾁｪﾝﾅｲ入

クラブ訪問

ｺﾁﾝ出 インド

ｷﾘﾏﾝｼﾞｬﾛ入

クラブ訪問

ｵﾀﾜ入

区大会 など

ﾅｲﾛﾋﾞ出

ﾄﾛﾝﾄ出

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ入

アフリカ

カナダ

ﾐﾈｱﾎﾟﾘｽ出

アメリカ

10 月開催の部会
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
部会(14:00〜)

ご住職講和(16:00〜)

「西の比叡山で培う

ロケ地）

懇親会(18:00〜)

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
びわこ部

10 月 18 日（土）10:30〜14:30
部会(10:30〜)

大津プリンスホテル

懇親会(12:00〜)

登録料￥10,000 問合せ先：林俊博実行委員長(大津)
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5〜15 名のクラブについて
国際憲法では、活動中(in good standing)の規定を今半期および直前の 2 半期において
15 名以上の会員を有し、一定割合以上の国際会費の納入と規定しています。
西日本区では、5 名以上のクラブすべてが国際での投票権を得られるように国際にこの規
定の除外申請を行います。該当するクラブ会長にはあらためてご連絡を差し上げます。ご
協力をお願いいたします。（11 月 15 日期限、理事は国際協会へ 12 月 1 日期限）
参考
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国際憲法ガイドライン 409、410、411 等

「ロールバック・マラリア」は 10 月 24 日国連ディから
国際協会では「ロールバック・マラリア」プロジェクトを国連ディである 10 月 24 日にキ
ックオフいたします。ぜひ、このプロジェクトまたマラリア被害への学びの時をお願いい
たします。区の目標等については、年度中での新たな献金ですので 11 月開催の第 2 回役
員会での協議をお待ち下さい。地域奉仕・環境事業委員会からのご提案は添付の通りです。
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連絡先変更などについて
☆ 大阪なかのしま 大岸弘子会長のロースター記載のメールアドレスが違っています。
正しくは、
hiro-gishi126@eagle.ocn.ne.jp です。
（訂正箇所：１２６の１が落ちている。
）

☆

神戸クラブ連絡先および書類送付先は、尾上副会長へお願いいたします。
〒650-0001 神戸市中央区加納町２−７−１５ 神戸 YMCA 内
神戸ワイズメンズクラブ 尾上
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尚司

ワイズ読本の件
「ワイズ読本」については、最終の校正中とのことです。あらためてご案内いたします。
-2-
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部会報告
西中国部

8 月 30 日（土） 岩国ビジネスホテル＆スパ 【参加者約９１名】
今回、西中国部の皆様の元気には驚かされました。部会では 6 名のメンバ
ーの入会式が行われ、新クラブ設立も予定されています。これからの会員
増強が楽しみです。高瀬部長の金ぴか衣装、きまってました。

九州部

9 月 7 日（日） 熊本交通センターホテル

【参加者１１８名】

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」
の意見交換がなされ、二次会も大勢が参加、盛り上がりました。
中部

9 月 13 日（土） 名古屋中央教会 【参加者１０２名】
パイプオルガンの前奏で厳かに部会が開催されました。歴史ある中央教会
での部会開催、パイプオルガンの演奏もすばらしいものでした。

京都部

9 月 14 日（日） 京都グランビアホテル 【参加者４２０名】
区大会を思わせるような部会でした。3 部構成で 2 部では京都部５５５名
を目指し各クラブ会長と部長・ＥＭＣ主任・ＥＭＣ主査によるパネルディ
スカッションが行われました。3 部の懇親会では会長一人ひとりが仮装し
て登壇。盛りだくさんの部会でした。

阪和部

9 月 15 日（祝） 和歌山ＹＭＣＡ 【参加者１５０名】
合同メネット会に続き部会式典が行われました。メネットの皆様、手作
りのお土産（おてだま）をいただき、アットホームな部会でした。

六甲部

9 月 20-21 日（土日）20 日神戸ＹＭＣＡ余島センター【参加者７５名】
山口部長が急遽、ご入院されたと聞き驚きましたがキャビネット、スタッ
フの皆様のおもてなしや心遣いで盛会に行われました。懇親会も浜辺で
BBQ やキャンプファイヤーと楽しい一時をすごさせていただきました。
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周年記念例会
☆

京都キャピタルクラブ 25 周年記念例会
2008 年 11 月 1 日(土)
17:00 記念式典

17:00〜20:00

ウェステイン都ホテル京都

18:00 懇親会

登録料￥10,000 詳しくはホームページで(http://www.capital-ys.com)
☆

大阪クラブ 80 周年記念例会
2008 年 11 月 8 日(土)

16:30〜19:30

スイスホテル南海大阪

式典(80 年の歩み) 演奏(中国琵琶) 記念講演(「環境の世紀を生きる」)
登録料￥10,000

申込 e-mail:smu@oriental-osaka.jp

祝会

(事務局 清水)

＊ 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）〒861−2233 熊本県上益城郡益城町惣領 1415
ＦＡＸ 096-320-4110
Ｅメール：yoshi@ys-west.or.jp
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。

＊同封資料

（地域奉仕事業通信、ファンド事業通信、メネット事業通信）
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