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西日本区理事 浅岡 徹夫 

東日本大震災復興にむけて 
７月はワイズメンズクラブにとってキックオフの月であり、各々のクラブでしっかりとキックオ

フ例会が持たれたことと思います。西日本区としても７月１6～１７日に第１回の役員会が開催さ

れました。役員会には西日本区九部の部長、七事業の事業主任、直前理事、次期理事、理事、書記、

会計（以上２１名は議決権を持つ）、財政監事、行政監事、各種の委員会委員長、YMCA 区連絡主事、

事務局長、事務所職員、事務局員、次期事務局その他オブザーバの皆さんを合わせると約４０名の

方が参加され熱い議論が交わされました。 

この役員会が始まる前に、今期から設けられた「東日本大震災復興支援検討委員会」が開催され

ました。理事が委員長で、直前と次期の理事、地域奉仕・環境事業主任、書記、会計、事務局長の

計７名で会議を行いました。今回の会議で概略以下の事が決められました。 

１．これまでどのような支援が行われたかの情報を収集し整理する。（地域奉仕・環境事業主任か

ら各部に調査をお願いする。これまでの献金額を含む） 

２．今後も支援活動内容や献金額についての報告を頂く。他の部やクラブで参考となる情報は積

極的に取り上げ情報発信する。 

３．東日本区の東日本大震災対策本部および日本 YMCA 同盟と連携し、被災地の状況に対応した支

援のニーズを西日本区内に情報発信する。 

４．支援の仕方としては、支援献金、物資の贈呈、東北産の物資販売（食料は慎重に）、被災地で

のボランティア活動、支援キャンペーンのワッペン・帽子などを検討する。 

５．大震災で親を亡くした遺児支援のために、他の NPO（あしなが育英会等）との連携・支援 

６．献金については、YMCA と連携して行う募金活動等は従来通り各 YMCA に献金し、後で金額を報

告頂く。ワイズ独自の献金は西日本区に送金頂き、西日本区として、日本 YMCA 同盟を通じての指

定献金などの方法で献金する。 

７．近い時期に委員の中から数名が被災地及び東日本対策本部や日本 YMCA 同盟を訪問し、情報交

換と今後の連携方法などを話し合う機会を持ちたい。 

この会議の後の西日本区役員会では、各事業主任からの活動報告と質疑応答の後、議案の審議が

行われ、各委員会からの報告がありました。翌日は各部長からの活動報告と質疑応答があり、YMCA

の報告や東日本大震災関連の討議等が行われ、２日間の役員会は閉会しました。この役員会の中で、

ワイズメンズクラブの将来の課題も含めて、前向きで有意義な議論が行われ、会議参加者は充実感

を持って会場を後にしました。西日本区に対して具体的な改善意見などがある場合は、会長―部長

を通じて役員会に上程していただきたい。今年度、どうぞよろしくお願いいたします。 



 
8-1  8 月度強調月間 Youth  Activities 

ユースと共にワイズの世界を拡げましょう！ 
                        藤川  洋 ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任 
8-2   西日本区会員数は、1678 名 90 クラブ（2011 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 日現在の会員数等が確定致しました。前年同期比 47 名
増です。区報第１号に詳細を掲載いたしております。 
西日本区 2000 への熱意を継続し、前半期中での増員を目指して行きましょう。  

 

8-3 前期区費納入のお願い 
確定致しました前期半年報の数値に基づいて、各クラブ会長様へ請求書をご送付しています。西日本区

への納入期限は、８月１５日ですが、今年は 13,14 日が土日曜（お盆）に当たるため、できるだけ 8 月 10
日（水）までにご納入頂きます様、お願い致します。（納入に当たっては、請求書に同封の「払込取扱票」

をご利用頂き、郵便局よりお振込み下さい。） 
 
8-4  各事業において事業委員会および主査研修会を実施または予定しています。 
☆YMCA サービス・ユース事業 ☆地域奉仕・環境事業 ☆EMC 事業 ☆ファンド事業  
☆交流事業                  ☆広報事業  
以上の 6 事業の事業委員会・主査研修会が、2011 年 6 月 26 日、新大阪丸ビル新館にて行われました。 
 
 
 
 
 
 
☆メネット事業 2011 年 6 月 11 日ウエスティン都ホテル京都にて事業委員会行われました。 
        2011 年 7 月 30 日 熊本 YMCA 中央センターにて主査研修会が行われます。 
 
8-5  ロースター及び区報１号、NOTES & NEWS（メネット報） 
 ロースターは、7 月下旬より順次発送して行きます。「クラブ運営に関する事務手続きのポイント」をは

じめ、新しくなった部分があります。ご活用ください。 
区報１号及び NOTES & NEWS（メネット報）は、8 月初旬発送予定です。 

 
8-6 国際機関紙への投稿記事を募集します。 
  各部や各クラブにてユニークな活動（東日本大震災を含む）をされ国際機関紙（ワイズメンズワール

ドなど）へ投稿希望のものがあれば西日本区の方へご提出下さい、区の方で検討させていただき国際協会

の方へ申請いたします。 
 原稿は 800 字程度（日本語可）、写真 1 枚を添付して下さい。  
 提出先は理事事務局（末尾の理事通信掲載欄参照）提出期限は第 1 次締切 2011 年 8 月末とします。 

 

 

YMCA サービス・ユース事業 地域奉仕・環境事業 EMC 事業 



 
8-7 各部部会開催予定  
以下の予定で、今年度の部会が予定されています。積極的に参加して、交流を進めて下さい。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-8 第１回役員会が開催されました 
７月 16 日（土）～17 日（日）ホテルクライトン新大阪にて、今期第１回役員会が開催されました。 
各部長・事業主任・委員会よりの計画発表、活動報告等の他議案・協議事項では、第 1 号議案「第 2 回準

備役員会議事録承認の件」、第 2 号議案「聖日礼拝における献金について」第 3 号議案「現行の西日本区

７事業主任制を見直す件」、第 4 号議案「2012 国際ユースコンボケーションに参加するユースに対する支

援要請について」、第 5 号議案「 メネット国内事業の東日本大震災復興支援の対象者について」、第 1 号

協議「EMC 事業委員会と西日本区 2000 推進チームの職務明確化」 第 2 号協議「区役員会における役員

欠席の場合の代理者委任と代理者の権限について」審議され、全ての議案・協議事項について、承認・確

認されました。詳細については、区報第２号に掲載の他、各部長・各事業主任他、役員の皆様に議事録を

配布させて頂いていますので、必要な場合、ご確認下さい。 
 
8-9 事務所及び事務局の業務について 
 アジア大会参加のため 区事務所及び理事事務局は 8 月 4 日～8 月 8 日（8 月 6,7 日 は土日）閉所致

します。この間の緊急のご連絡・問合せは、三原茂靖会計（滋賀蒲生野クラブ TEL: 0748-33-4187  MAIL: 
miha4187@rondo.ocn.ne.jp）にて対応致します。 
事務所夏季休暇 区事務所は 8 月 13 日～8 月 17 日(8 月 13,14 日 は土日)閉所致します。 
この間の緊急のご連絡・問合せは、安田博彦理事事務局長（近江八幡クラブ）にて対応致します。 
 
 

＊理事通信への掲載 
「クラブの周年例会」や「部・クラブ事業」等で、西日本

区の皆様に知らせるべきことがある場合、理事通信に掲載

が可能な場合がございます。毎月 20 日までに、理事事務

局まで、ご連絡下さい。 
理事事務局 安田 博彦（近江八幡ワイズメンズクラブ） 
 〒523-0032  滋賀県近江八幡市白鳥町１３５－１０ 
TEL 0748-32-0932 FAX 0748-32-0932 
E-mail: hama510_tori15_shira135@maia.eonet.ne.jp  近江商人の町並み 

メネットアワー部会 閉会

中　 　部 8月28日 日 12:00 13:30 17:30 名鉄ニューグランドH 名古屋東海 10,000円

京　都　部 9月11日 日
10月9日
別途開催

10:00 16:00
福知山　三段池公園
総合体育館

京都みやび 6,000円

中　西　部 9月17日 土 10:30 13:00 18:00 ホテルクライトン新大阪 大阪西 6,000円
阪　和　部 9月23日 祝 10:00 11:30 14:30 大阪南YMCA 大阪サウス 4,000円

西中国部 10月1日 土 11:00 13:00 18:00
広島YMCA
八丁堀シャンテ

東広島 8,000円

九　州　部 10月2日 日 11:00 13:00 20:00 霧島ホテル 鹿児島 未定

六　甲　部 10月8日 土 13:15 14:45 19:30
神戸YMCA
ANAクラウンプラザ

神戸学園都市 7,000円

瀬戸山陰部 10月15日 土 11:00 13:00 17:00 岡山教会 岡山 2,000円
び わ こ 部 10月16日 日 10:30 12:00 15:00 クサツエストピアホテル 草津 10,000円

登録費部名
時間

曜日日程 開催地・会場等 ホストクラブ


