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先頭に立ってワイズの光を輝かそう－クラブで、地域で、国際社会で
Let Y’smen Light Shine before Others
in the club, in the community, in the World
今月の強調点

ＥＭＣ－Ｍ

今月の聖句
ルカによる福音書２：１０～１１
「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。
今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。
この方こそ主メシアである。」
今年の冬は暖かいという予報でしたのに、寒くなるという予報に変更されま
した。
ワイズの皆様風邪などお引きにならないよう十分に気を付けてください。
12 月はクリスマス。クリスマスと言えば、小学校低学年の時、日曜学校のキリスト生誕劇に風呂敷包み
を持ち出し、それを体に巻きつけ「羊飼い」の役で（生まれたイエス様を見に）
「行こう、行こう」と云
うセリフだけ言うという役を演じたのを思い出します。あの劇のおかげで、つい最近まで羊飼いの話と
３人の東方からの博士の話が同時進行であるものと思っておりました。
今月は全てのクラブがクリスマスの特別例会や祝会、チャリティ等を計画されていることでしょう。
どうかそれらがクリスマスに相応しいものとなりますようお祈りいたします。
12 月は EMC―M の強調月間です。米村謙一 EMC 事業主任によりますと今期会員数は 1634 人でスタ
ートし、11 月 17 日現在で 1646 人であります。
11 月 17 日・18 日と第２回役員会が開かれました。特に来期は、西日本区の事業組織を簡素化するた
めの移行期になることもあり、熱い討議がかわされました。
皆様も既にご存知のロゴとエンブレム変更についてですが、変更はすでに確定されているのですが、
その使用については、西日本区としては変えられるところから変えていけば良いとのスタンスを役員会
において確認いたしました。国際関係では次期国際会長の選挙及びクラブ名称に関する選挙があります。
12 月早々に日本語訳した説明分を添えて、投票用紙が会長様に送付されます。期限は 12 月末です。用
紙が届き次第、至急投票行動を起して下さい。先回の投票では、期日に間に合わなかったり、記入漏れ
で無効になった票があったようです。
東日本大震災支援募金ですが、理事キャビネットが部会ごとに募金箱を持ってお願いした結果、前期
からの繰り越しと合わせて、55 万円になりました。目標は 200 万円です。どうか各クラブでニコニコ等
により、この募金にご協力頂きますよう宜しくお願い致します。
１月は半年報提出、そして、１月末は BF の使用済切手収集の締切です。２月 15 日はその BF、CS 献
金と後半期の会費などの納入期限です。期限までに納入されず、国際に送金できないことがよくありま
す。追加して別途送ることになりますと、送金費用や為替手数料など費用の無駄も発生します。毎年の
ように交換レートについては、役員会において様々な意見が出され決めておりますが、まずは、このよ
うなムダを省きたいものです。
11 月３日メネット事業の「こころのケアを考える講習会」第１回が名古屋 YMCA で開催されました。
57 人の参加がありました。私も受講証を頂きました。
2012-2013 年度

西日本区理事 成瀬晃三(名古屋)

聖書の教え(今月の聖句について)
「恐れるな。わたしは、民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町で、あなたがたの
ために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。
」ルカによる福音書２：１０～１１
町はクリスマス一色になってきました。メリー・クリスマスの文字も多く見られます。
「楽しいクリス
マスを」の意味です。戦争をしている時でも「クリスマス休戦」と称して、一時戦争をやめます。そ
れほどにクリスマスの意味は大きなものです。その源は神の子イエス・キリストが人間として生まれ、
神が人間の歴史に唯一介入された時です。ですからクリスマスを祝い、楽しむ時であるのです
西村 清(クリスチャニティー特別委員／名古屋)

今月の強調点 ＥＭＣ－Ｍ
ＢＦ
ポイント
EMC の M は Menbership、会議や奉仕など、どんな活動にも会員間の交流と親睦を図
る工夫をして、ワイズライフを楽しみながら関係を強めましょう。
西日本区役員会でも部会でも評議会でも、懇親会はつきものです。大いに知
り合って、語りあって、親睦のエネルギーをクラブ発展の源泉にしていきましょ
う。お酒やタバコを苦手としている方への配慮も忘れずに。会暦の浅い方やワイ
ズにどっぷりでない方とは、その方々が望む方法で親睦を図ることも大切かもし
れません。こちらへ引き込むことも大切ですが、相手に合わせることに心開かれ、心動かされること
もあると思います。親睦の場面には、リラックスと同時に心配りも必要ですね。
米村

謙一 EMC 事業主任 (熊本むさし)

第２回役員会が開催されました
11 月 17 日(土)～18 日(日) ホテルクライトン新大阪にて、今期第２回役員会が開催されました。各
行
部長、事業主任・委員会委員長より、これまでの活動と今後の予定などが報告されました。議案・協
議事項としては、国際プログラムにおける US＄建て GOAL の円換算レート、事業委員会の改組などに伴
う定款施行規則ならびに各種諸規則の改定、第 15 回西日本区大会決算報告並びに余剰金の処理につい
て、2012 年国際ユースコンボケーション報告書作成費支援、2013 年開催アジア大会に関するオフィシ
ャルエージェント指名、ワイズエンブレム変更等々、いずれも重要な 11 議案、8 協議案が提案され、
承認・確認されました。特に、第 15 回西日本区大会決算報告では、余剰金の扱いについて区役員会で
決定すべきところ、あたかも実行委員会で決定、処理したかの適正な配慮にかける取り扱いであった
ことについて浅岡直前理事が陳謝され、今
後は、支出執行のルール化をはかっていく
ことを条件に付して承認されました。詳細
については、区報第３号掲載のほか、役員
に議事録を配布しますので、必要な場合は
ご確認ください。
また、この役員会に合わせて常任役員
会、EMC 事業委員会・2000 推進チーム小
委員会、YMCA ユースサービス事業委員会、
事務所運営委員会、第１回指名委員会が開
催されました。

後期の半年報提出のお願い
後期の半年報提出のお願い文を各会長様に 12 月半ばにお送りします。半年報は、西日本区の現状を
把握する基礎資料となります。そして、各クラブより西日本区へ納付頂く後期の区費及び負担金の算
出基準ともなります。会長より部長へ 1 月 10 日までに、部長より 1 月 15 日までに区事務所に送って
頂くこととなっておりますが、早めの提出を是非お願いいたします。 (期限厳守)

次期国際会長とクラブ名称に伴う選挙は、100%達成を
先月号にて、「来る 2013 年春に もう一度国際投票が実施されます。
」とお知らせしましたが、この
12 月に行われるものです。失礼しました。これは、次期国際会長を選ぶことと、ワイズメンズクラブの
名称を、女性メンバーにも配慮などして変更するという案についての是非を問うものです。
この選挙に向けて、グッドスタンディング免除申請の手続きを短い期限でお願いしましたが、すべて
の該当クラブが期限内に済ませて頂きました。先の国際投票は、残念ながら 87%の投票率でしたが、今
度こそ 100%達成させましょう。
ロゴの変更について
ロゴの変更につきましては、理事通信 11 月号で、次の国際投票に合わせて是非を問うとお知らせしま
したが、すでに新規ロゴは決定されたものでした。理事事務局の認識不足でした。お詫び申し上げお知
らせいたします。なお、西日本区としては、できるところから順次 変更をすすめることを第２回役員
会において承認致しました。レターヘッドは、
右記のものをご活用ください。

2013 年開催のアジア大会のオフィシャルエージェントが決まりました(案 内)
2013 年にフィリピンマニラで開催が計画されていますワイズメンズクラブ
2013 年にフィリピンマニラで開催が計画されていますワイズメンズクラブ国際協会アジア大会の
行
オフィシャルエージェントにつきましては、第２回役員会において、株式会社トラベルジャパンに正
式決定しました。おって、トラベルジャパンより正式な案内が届くかと思いますが、是非 一人でも
多くのワイズ・メネットのご参加により、大会を盛り上げましょう。

国際で、ユースインターンを募集しています
国際から、2013－2014 年度のユースインターンの募集が出ております。すでに、
メールにて部長を通じて案内させて頂きました。是非、この機会にワイズメンズ
クラブにつらなる若者に世界に出て見聞を広めてもらえればと願います。募集要
項はあえて、英文のままとさせて頂いております。応募締め切りは 2013 年 1 月
31 日です。関係筋への周知をどうぞ宜しくお願いいたします。
下村 明子 YMCA ユースサービス事業主任

次期役員研修会の案内
ロゴの変更について
年明け早々には、次期役員研修会が１月 13 日(日)～14 日(月・祝)にかけて、ホテルクライトン新大阪
において開催されます。次期の主任・部長が次期理事の方針を踏まえ、心をひとつにしてワイズメンズ
クラブの更なる発展を期して研さんを深めようという趣旨の研修会です。LD 委員会の皆さんにはまたお
世話になります。宜しくお願い致します。

区事務所職員公募の案内

西日本区事務所職員の新規採用を行います。
応募条件としては、通勤に要する時間がＪＲ快速で概ね１時間以内に在住するワイズメンズクラブ会
員・メネットか、ワイズ会員による推薦または紹介された、一定程度の英語の語学力をもつ 55 歳までの
者とします。
■募集締め切り 2012 年 12 月末
■面接 2013 年１月の次期役員研修会に合わせて実施
■試用期間１ケ月間
■勤務日数 週５日午後半日 ■時給 800 円
応募を希望する者は、履歴書とワイズメンズの推薦状を提出。但し、会員は履歴書のみ
※ 応募者は、理事事務局まで 関係書類を期限内に提出するものとする。

国際プログラムの US＄建て円換算について お知らせ
ロゴの変更について
期初西日本区ＧＯＡＬ設定におけるＵＳ＄建て国際プログラムについての換算レートにつきまして、
ＵＳ＄１＝９０円とすることを 第２回役員会で決定しました。
これに伴いまして、 ＴＯＦ メンバー一人当たり目標ＵＳ＄１６＝￥１，４４０
ＢＦ
メンバー一人当たり目標 ＵＳ＄１５＝￥１，３５０ となります。
渡辺 真悟会計
メネット事業「心のケアプログラム」開催予定
開催場所 （部）
大阪ＹＭＣＡ会館
（土佐堀）
中西部
和歌山ＹＭＣＡ
阪和部
広島ＹＭＣＡ
西中国部
滋賀ＹＭＣＡ
喫茶ﾊｰﾓﾆｰ

びわこ部

開催日時
２０１２年１２月 ８日（土）

２０１２年１２月１５日（土）

登録方法
13：30～17：00

13：00～17：00

２０１３年 １月２６日（土）

13：00～17：00

２０１３年 ２月 ３日（日）

13：30～17：00

２０１３年 ３月２０日（水・祝）

13：00～17：00

奈良ＹＭＣＡ
阪和部

和歌山 YMCA メール
info@wakayamaymca.org
または FAX 073-473-2666

奈良 YMCA メール
nara@naraymca.org
または FAX 0742-46-7550

野村 靖子メネット主任

投稿希望 記事
ロゴの変更につい
阪和部新年合同例会開催案内
て

2013 年 1 月 12 日(土)開会 12:00 ホテルグランヴィア和歌山

理事通信への掲載
西日本区の会員諸氏に知らせたいことがある場
合、理事通信への掲載が可能なこともあります。毎
月 20 日までに理事事務局までご連絡下さい。
谷川 修 ☎052-612-3370
携帯電話 090-7301-1960
メールアドレス
tanikawa@shakaikan.com
第２回役員会で閉会のあいさつをする理事

