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西日本区理事 浅岡 徹夫 

アジア大会が終わり、部会が始まる 
 8 月 5 日から台湾宣蘭で開催された、アジア大会は 8 月 7 日成功裏に幕を閉じた。 

今回の大会はアジア地域が韓国とそれ以外の地域に分かれて始めて行われる大会であり、参加人数の

ことをアジア会長も心配されていたが、結果的にはユースを含めると 700 名を超える多くの方が参加さ

れ喜んでおられた。中でも西日本区は 100 名を越える仲間が集い、主催者の台湾に継ぐ参加者数で大会

を盛り上げた。アジア大会初日は人類が未来に向けて永続発展するための世界的な挑戦をテーマに素晴

らしい基調講演があり、二日目に東日本大震災についての報告があり、聴衆は改めて深い悲しみと復興

に向けての思いを共有した。分科会では CS と EMC,TOF,YMCA が取り上げられ、メネットプログラムにも

多数が参加した。二日間の夜の懇親会では、多彩な催しと飲食を楽しみながら国際交流が繰り広げられ

た。特に二日目の懇親会はユースも参加して夜の更けるのを忘れて歌や踊りで盛り上がった。昨年の横

浜国際大会に続いてのアジア大会の大きな魅力は、このような国際的な仲間との交流なのかと納得させ

られる。なお、韓国地域大会は 9月 23 日から韓国で開催される。 

 一方西日本区でも 8 月 28 日の中部部会を皮切りに、10 月まで各地で部会が開催されるが、クラブを

超えた幅広い交流・研鑽の場として、部としての一体感と情報を共有する機会として、多くの方が参加

されると良いと思います。開催される皆様にはいろいろと大変ですが、それぞれの大会が成功するよう

にぜひ頑張っていただきたいと思います。なお、部会では東日本大震災復興支援を目的としたワイズの

帽子を販売し、その収益は全て献金に充当します。この帽子は地域奉仕その他ワイズの活動を行う時に

愛用して頂ければと思います。メン・メネット・コメット用に 3種類製作されます。また被災地子供た

ち支援の為のメネット募金活動なども行われますので合わせてご協力をよろしくお願いいたします。 

 8 月 10 日にはインドから BF 代表の方がご夫妻で台湾のアジア大会の後、来日されました。夫妻は阪

和部で 3 日、西中国部で 3日、九州部で 4 日滞在され、8月 17 日には東日本区に移動された。この間多

くのクラブの皆さんとの交流が持たれ、BF 代表からも「大変有益な機会を持たせて頂き本当に感謝して

います。皆さまによろしく。」とコーディネータの鉄谷さんを通じて話されています。逆に私達も BF 代

表から如何にしてインドでは新しいクラブがどんどん生まれ、会員が増加してきているかなどについて

教えていただきました。その秘訣を簡単に言えば、積極的な社会貢献活動とその広報活動にあると理解

しました。今回 BF 代表受け入れに当り、多くの皆様に大変お世話になったことを改めてお礼申し上げ

ます。ありがとうございました。お疲れ様でした。 

先日、来年度の BF 代表の募集案内が国際から発表され、さっそく西日本区でも募集案内を開始しまし

たので、ぜひ積極的に応募していただき見聞を広めていただきたいと思います。 

夏の暑さも少し和らぐと思いますが、季節の変わり目に体調を崩されないよう十分ご自愛ください。 



 
9-1  9 月度強調月間 Menette 

クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めましょう。               

大澤 玲子メネット事業主任 
 
9-2   各種の表彰について 
・8 月 5 日から台湾で行われたアジア大会で、西中国部直前部長の桑田隆明ワイズがエルマークロウ賞を

受賞しました。おめでとうございます。 
  また、新しく設立された 2 つのクラブに対しての表彰が行われました。 
    京都 ZERO クラブ   岩国みなみクラブ 
・年間 3 名以上の会員を入会させたメンバーに贈られる国際個人ブースター賞は次の 7 名の方々に贈られ

ます。おめでとうございます。 
若松芳弘ワイズ（四日市クラブ）      松岡紀生ワイズ（四日市クラブ） 
牧野篤史ワイズ（京都トップスクラブ）   新山兼司ワイズ（京都トップスクラブ） 
山中秀男ワイズ（大阪センテニアルクラブ） 黒河浄二ワイズ（岩国クラブ） 
高瀬稔彦ワイズ（岩国みなみクラブ） 

また 6 名以上新しい会員を純増されたクラブにはブースタークラブ賞が贈られます。次の 3 クラブが受賞

されました。おめでとうございます。 
京都パレスクラブ     京都トップスクラブ    岩国クラブ  

・年間 1000 ドル以上の EF 献金をされた方に対して EF アイスバーク・ミメントという表彰が行われま

す。今回、次の 3 名の方が受賞されました。おめでとうございます。 
  仁科保雄ワイズ （京都キャピタルクラブ）  神谷尚孝ワイズ（和歌山クラブ） 
  北村久美子ワイズ（大阪西クラブ） 
 
9-3 東日本大震災復興支援 チャリティーラン＆ウォーク 大野勉ワイズ完走 

大野勉ワイズ（神戸ポート）は「折りづるラン」に引き続き、被災地支援を胸に東京から仙台まで 435Km
をみごと完走されました。7 月 16 日東京日本橋を

スタートされ、宇都宮では子供達と触れ合い、福島

県相馬市では被災中学校を訪ね、仙台では平和七夕

として折りづるのレイのプレゼントなど数々の思

い出を残され、8 月 16 日の 15 回目のランでみごと

その思いを遂げられました。「西日本区、東日本区

の多くのワイズメンが賛同し、応援して下さったこ

とが、完走への力を与えて下さった。」と感謝され

ています。 
 
9-4 国際議員の立候補受付について 
 7 月 27 日に西日本区事務所より全クラブ会長にご案内した通り、来年 7 月以降にアジア地域の国際議員

が 1 名欠員となるので現在立候補を受け付けています。ご承知のように今年 6 月まで谷本国際議員が活躍

いただいていましたが、現在は西日本区からの議員はいません。来年 7 月からの国際議員にはぜひ西日本

区から立候補していただきたいと期待しています。また同時に次期国際会長と国際会計の立候補も受け付

けています。 



 
9-5 各部部会開催予定  
中部部会が終了し、今後以下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。 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9-6  ロースター修正  
P254 岩国クラブ 矢野 正博 
(誤）0820-73-0575 →（正）0820-73-0573   （誤）090-6408-1383→（正）090-6408-1363 
  
 
 ＊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  

近江八幡 YMCA 創設者ウイリアム・メレル・ヴォーリズ氏と満喜子夫人 

メネットアワー部会 閉会

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 12,000円

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 日程 曜日
時間

開催地・会場等 ホストクラブ


