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“Forward with Y’s men’s spirit in our Hearts”
「 泰 然 自 若 の精 神 で 」
西日本区理事 仁科保雄

西日本区のワイズメンの皆様には毎日の異常ともいえる寒さも加わり、すでに正月気分もどこかに吹っ飛び、日々
の業務に多忙を極めておられることと思います。西日本区の各部の状況が、後期半年報により明らかになってまい
りました。新山ＥＭＣ事業主任と 2000 推進チームの協力のもと、メンバー数が 1700 名に近づいてまいりました。
あと一歩で 1720 名となり以前の数値に戻ります。ホッとする半面ドロップされるメンバーの無いように今から各
部部長様やクラブ会長の皆様に、これからのクラブ運営に細心の努力をお願いしたいと思います。
１月は阪和部の合同新年会と中西部の新年会に出席させていただきました。どちらも活気あふれた新年会で凄い
パワーを戴いたように思います。アットホームな新年会、そして若さみなぎる新年会と共に素晴らしい場を演出し
ていただいていました。新入会員の紹介、高校生のクラブ活動の太鼓演奏とほんとにメンバーが減少しているのか
と不思議に思えました。このパワーを持続する限りそんなことはあり得ないような気が致しました。歴史ある京都
クラブ新年会にも出席させていただき、今期の思いや現況をお話させていただき、新しい年の出発と思いを新たに
致しました。
これからの半期は今まで活動された事業の報告をして頂く大切な時期となります。まだ事業半ばであることも多
くあると思いますが、前期より変更された報告期日をお間違いのないようにお願い致したく思います。今期の報告
で 2 月 15 日までの報告書提出や献金の報告など多々があります。今一度変更のあった期日をご確認いただきます
ようによろしくお願い致します。
1 月 9 日、10 日と 2 日間、西日本区次期役員研修会が大阪で開催され、素晴らしい出席率の中で研修会が行わ
れました。出席された皆さんのワイズへの思いや、熱心さが伝わってくる大変有意義なものであったと実感いたし
ました。私たちの最大の目標でありますメンバー増強。メンバーが一人増えることはＹＭＣＡの会員が一人増える
ことになり支援が広がることになります。後期も必ずメンバーが増強となりますように努力をお願いしたいと思い
ます。
この研修会にご苦労いただきましたＬＤ委員会委員長、委員の皆様に感謝を致しますとともに、次期役員の皆様
のご健康とご活躍をお祈り申し上げます。
ご報告の最後に西日本区として残念なお知らせをしなくてはならない状況が発生致しました。昨年、次期国際議
員として決定されていました京都プリンスクラブの西堀和之様が、昨年 12 月に急病で入院され現在の状況では役
職の履行が不可能な状況となっておられます。西日本区では、復帰の可能性をクラブ会長様へ連絡を取りながら状
況を見守ってまいりましたが、ご家族よりも同じ内容のお知らせを戴き、急遽、高田アジアエリア会長様と連絡を
取り、只今対策をとって戴いております。多分もう一度選挙が実施されるものと思いますが、国際本部の決定によ
り今後の方針を示して戴くことになっています。詳しくは後日連絡が入り次第、みなさまにお知らせ申し上げます。
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1月度強調月間 TOF・CS・FF

ワイズの大事な活動資金です
各クラブでしっかりアピールし、しっかり集めて、しっかり活用いたしましょう。
林

良廣

地域奉仕・環境事業主任
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後期半年報集計結果について
皆様のご協力のもと、後期半年報の数値が確定いたしました。1 月 1 日現在、１，６９０名です。
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１，７２０名

１，６３１名

１，６９０名

＋５９

▲３０

前期半年報対比５９名の増ですが、前年同期比では、後３０名です。
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後期区費ならびに、各種献金の送金締切は、２月１５日です。
上記後期半年報に基づき、各クラブ様へ、後期区費請求書をお送りしています。又、理事通信１月号にてお知
らせ致しました通り、国際・区内の各種献金に付きましても、区費同様、２月１５日を送金の締切日とさせて
頂いていますので、ご協力を宜しくお願い致します。６月開催の区大会における各種表彰におきましても、こ
の期限内の各種送金を基準とさせて頂く事業もございます。期限厳守！ 指定振込み取扱票（郵便局）にて、
お振込み下さい。
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年賀はがき４等（お年玉切手シート）当選番号
地域奉仕・環境事業資金（CS 献金）の原点でもあります年賀はがき４等当選番号が決定致しました。
各組 共通 下２ケタ ６９、０２
お手許の、年賀状を今一度ご確認頂き、換金の上、ご送金下さい。

2-5 次期区役員研修会が開催されました。
「次期会長・主査研修会」が３月に開催されます。
１月９日（日）～１０日（祝）２日間に渡って、次期部
長様、次期事業主任様を対象とした「次期区役員研修会」
が、ホテルクライトン新大阪を会場に開催されました。
皆さん真剣に受講され、３月の「次期会長・主査研修会」
に向けてのスタートラインに臨んで頂ける態勢が出来たも
のと思います。
「次期会長・主査研修会」は、３月１２日（土）～１３日（日）の日程で、チサンホテル新大阪にて開催され
ます。対象の皆様へは、LD 委員会より２月１日付にてご案内を差し上げますが、次期会長・次期主査の皆様
の出欠返信先が、区事務所ではなく、所属部の次期部長様でございますので、ご注意下さい。
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Booster Member Award の申請は、２月１５日必着です！

１月１８日付にて、各部部長様へ Booster Member Award の申請用紙をご案内しています。Booster Member
Award は、2010 年 2 月 1 日～2011 年 2 月 1 日までの１年間において、新会員３名以上を入会に導かれた会員
に送られる国際表彰です。該当される会員のおられるクラブ会長様は、申請漏れの無い様、ご注意下さい。
申請書は、２月１５日が提出期限です。仁科 保雄理事の手許にこの日までに到着しない場合、折角の国際表
彰を逃すことになりますのでご注意下さい。
尚、同期間内において、６名以上の会員純増のございましたクラブに贈られます Booster Club Award は、国
際半年報により選出されますので、申請の必要はございません。

2-7 奈良傳賞 候補者の推薦について
２月１日付にて、各クラブ会長様へ 2010～2011 年度 奈良 傳賞候補者のご推薦をお願いしています。
奈良傳賞は、
「永年にわたり多くのワイズメンより敬愛され、かつワイズメンのかがみともみなされる有為の
人材」を表彰し、日本ワイズの創始者 奈良 傳 の名を後世に残すものです。被推薦者の資格は、ロスターの
P31～32 に掲載の「奈良 傳賞資格審査委員会規則」第７条に掲載されています。
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岩国みなみクラブ設立総会が開催されます
岩国クラブ設立１０周年記念例会において、岩国みなみ仮ワイズ
メンズクラブ設立総会が、開催されます。
日時：2011年２月５日(土) 13:30～17:30
式典：岩国YMCA国際医療福祉専門学校
祝宴：岩国ビジネスホテル＆スパ レストランＡＳＩＡ

ＣＮ(チャーターナイト)は、本年５月２８日に開催予定。
新たな仲間の誕生を、お祝い申し上げます。
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大野

嘉宏元理事が、ラオス人民民主共和国名誉領事 に就任されました。
第７代西日本区理事をお努め頂きました大野嘉宏ワイズ（京都パ
レスクラブ）が、この度、近畿一円を管轄区域とするラオス人民民主主
義共和国の名誉領事に任命され就任されました。併せて名誉領事館
も、大野㈱の中に開設され、そのお祝いの会が、１月２３日に催されま
した。
会には、駐日ラオス全権大使ご夫妻、日本国政府からは官房副長
官、副知事、市長をはじめ、ロータリー、ワイズから２００名を越える参
加者がありました。
大野ワイズはご挨拶の中で、「今回の就任は、ワイズメンズクラブで
の体験、交流がベースにある」と述べられました。
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ICME(次期国際議員)再選挙の実施について

昨年９月に次期国際議員に決定されておりました西堀和之ワイズ(京都プリンスクラブ)が、昨年末にご病気のため緊急入
院され、今後その重責をお勤めになられる事が不可能な状況となられました。このため、次期国際議員について再選挙
が実施されることになりました。２月初めに国際本部より選挙に付いての案内が参る予定でございますので、到着次第、
各クラブ様へ、再度候補者のご推薦を含めてご案内申し上げます。
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アジア年央会議(MYM)が開催されます

２月２５日(金)～２７日(日)の日程で、東京アジアユースセンターを会場に、アジアエリア年央会議が開催されます。本年７
月から現アジアエリアが、韓国エリアとアジアエリアに分割されることに備えた大切な会議であり、この会議の中では新エリ
ア別のセッションも予定されていることから、実質的な第１回の２エリアの会議といえます。

2-12 第14回西日本区大会 ご案内送付、参加登録申込受付開始
昨年 12 月末に第 14 回西日本区大会（6 月 11～12 日京都開催）のご案内状を各クラブ会長宛てにお送りさせ
ていただきました。各クラブのメンバー分をまとめて送付しておりますので配布のほう宜しくお願いします。
参加登録の受付を開始しています。各クラブに於いて、代表者が『参加申込書』をまとめてクラブ一括でお申し
込みをお願いします。
申込締切は 4 月末日ですが、できましたら３月初旬までにお申込をお願いします。
大会案内、申込書は大会ホームページからもご覧いただけます。
第 14 回西日本区大会ホームページ
http://14thregionalconvention.web.fc2.com/index.html
（第14回 西日本区大会実行委員会）

