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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

ＩＢＣ・ＤＢＣ

今月の聖句
詩編１００：２
「喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ」

2013 年

新年明けましておめでとうございます。

新しい年が始まりました。私にとって折り返し点となりました。これからラス
トスパートを掛ける戦略をたて、次にタスキを渡す方法を考えなければなりま
せん。早速 1 月 13・14 日に次期役員研修会があります、これは次期の役員さんに準備を始めて頂く取っ
掛かりになります。又１月は半年報の提出があります。西日本区の勢力をこれで把握し、国際に報告い
たします。各クラブ会長様 ご提出よろしくお願いいたします。
１月末は BF の切手提出期限、2 月 15 日は各献金や会費支払い日と続きます。国際に送るべきものも
あります。期日までの送金をお願い致します。特にロールバックマラリア、TOF、BF 等、国際にかかる
献金は期限厳守で宜しくお願い致します。今期の目標を 200 万円にしています東日本大震災復興支援金
も忘れずにお願いいたします。昨年末段階で、目標額の１／４と少しの達成という状況です。
昨年のユースコンボケーション報告書が完成しました。今年フィリピンのマニラで開催が予定されて
いますアジア大会と並行し、7 月 31 日～8 月 4 日 2013-2014 アジアユースコンボケーションが開催され
ますが、その参加者の募集も始めました。また、昨年 ケニアへ STEP として大西慎太郎君が出かけま
したが、その報告書を頂きました。近日中に皆様にもお届けしようと準備しております。このように、
若者が海外に目を向ける機会を増やしていきたいと思っています。
今期の主任さん方は頑張って事業通信を出しております。ワイズメンズクラブ西日本区ホームページ
にアップしておりますので どうぞご覧になって下さい。
東日本大震災支援金として宮古ボランティアセンターに募金の中から年明け早々に 50 万円を、そして、
フィリッピンの台風被害に対する支援として、CS 資金から 3000 ドルを拠出する予定です。
今月は IBC・DBC 強調月間です。クラブの中だけの交流に留まるのではなく、外へ交流の輪を拡げて
みませんか。きっと もっと楽しいクラブライフが送れること請け合いです。
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)
「喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ」 詩編１００：２
西日本区ワイズダムを盛り上げ、成瀬理事を支えて頂いておられます皆様
に、年頭にあたり、私たちの進むべき足の灯としてこの聖句が与えられたこ
とを神の深い恵みとして受け止めようではありませんか。この聖句にある「喜び」は神ご自身によって
もたらされるもので、そのことを信じて神様の恵みの内に歩み行くものでありたいと願うものでありま
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 ＩＢＣ・ＤＢＣ
ポイント

IBC・DBC は交流が広がるツールです。ワイズの楽しさを最大限に感じるために、無
締結クラブをなくしましょう。 交流こそワイズの楽しさ！
12 月の強調点、EMC-M に大いに関連しています。会員間の交流と親睦がワイズ活動の原点、エネル
ギーになります。クラブ内での親睦がワイズの楽しさを生み出し、それがクラブの外へと発展してい
けば、楽しさは何倍にも大きくなると思いませんか？この楽しさはワイズメンズクラブの最大特典で
す。特典を大いに活用しましょう！そのツールとなるのが、IBC であり、DBC です。未締結のクラブの
みなさんにも早くこの特典を味わってほしいです！
石田 由美子 交流事業主任 (宝塚)
後期半年報提出と区費払込みのお願い
後期の半年報提出のお願い文を各会長様に 12 月半ばにお送りしております。半年報は、西日本区の
現状を把握する基礎資料となり、各クラブより西日本区へ納付頂く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。期限厳守でのご提出を是非お願いいたします。また、この半年報をもとに、後期の区
費の請求書を区事務所よりお送りしますので、期日までの払い込みをお願いいたします。 （事務局）
次期国際会長とクラブ名称に伴う選挙は、100%達成を
今回の国際投票は、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
して変更するという案についての是非を問うものです。今月２５日の投票期限を守ることと、必ず英文
表記として下さい。せっかくの投票が無効となります、ご注意を。今度こそ 100%達成させましょう。
2013 年開催のアジア大会参加とユースコンボケーションへのユース派遣を
アジア大会案内は、区ホームページに日本語案内がアップされております。Ｙサ主任よりのユース
コンボケーション募集の第一報も同様です。是非ひとりでも多くのワイズ・メネットの参加でアジア
大会を盛り上げましょう。また、この大会に合わせて開催されますユースコンボケーションにも、ク
ラブからユース派遣をし、多くの若者が海外に目を向けるチャンスとして生かしましょう。

次期役員研修会の案内
ロゴの変更について
年明け早々、次期役員研修会が１月 13 日(日)～14 日(月・祝)に、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、
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。

次期における次々期理事及び奈良傳賞候補者の推薦
次期における次々期理事候補者の推薦、立候補の募集及び奈良傳賞候補者の募集を行っております。
各クラブでご推薦頂く方、もしくは立候補希望者は所定の様式にもとづき 手続きを宜しくお願い致
します。

日本ＹＭＣＡ同盟震災支援プロジェクトプロモーションのダウンロードの手順
Soah i （ソアイ）さんというシンガーが歌っておられる『Pray（祈り）』のプロモーションビデオ
が Apple の iTunes Store で配信されております。YMCA の活動写真もビデオに登場します！ご厚意に
より、これをダウンロードして頂くと(400 円）、配信手数料を除く売り上げ全額が、
YMCA による被災地支援プログラムにご寄附頂けることになりました。
ダウンロード方法は以下のとおりです。
① インターネットで"i-tunes"と検索してダウンロード。（iTunes が無い方）
② iTunes Store にアクセスして「ソア」と検索。
③ 「ソア」のページにて「play」を選択し購入手続き開始。
ここから先、パソコンの苦手な方は 詳しい方に聞いてください。
※ まだの方、ぜひ 挑戦を。

国際のユースインターンの募集に応募を
国際が、2013－2014 年度のユースインターンの募集を行っています。是非、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。
応募締め切りは 2013 年 1 月 31 日です。
下村 明子 Y サ・ユース事業主任

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円とすることを決定しております。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です。期限内の送金お願い致します。

メネット事業「心のケアプログラム」開催報告と今後の予定
12 月 8 日【土】 中西部 大阪 YMCA 会館にて、48 名の参加。江見部長、和田主査を始めワイズ関
係者は 30 名程の参加の他、大阪 YMCA 総主事、理事長が参加して下さいました。
12 月 15 日【土】 阪和部 和歌山 YMCA 会館にて、38 名の参加。その内、私達のねらい通りの若
者の参加が 10 名ありました。正野部長、白井主査を始めワイズ関係者は 20 名余の参加。他に、和歌
山 YMCA 総主事、理事長が参加して下さいました。
開催場所 （部）

開催日時

登録方法

広島ＹＭＣＡ

西中国部

２０１３年 １月２６日（土）

13：00～
17：00

滋賀ＹＭＣＡ
喫茶ﾊｰﾓﾆｰ

びわこ部

２０１３年 ２月 ３日（日）

13：30～
17：00

阪和部

２０１３年 ３月２０日（水・祝）

13：00～
17：00

奈良ＹＭＣＡ

他にも、瀬戸山陰部、九州部でも準備がすすめられています。

広島 YMCA メール
kemori@hiroshimaymca.org
または、FAX082-211-0366
メネット主査 太田美智代ﾒｰﾙ
m.o-2010@rhythm.ocn.ne.jp
または、FAX0748-36-8115
奈良 YMCA メール
nara@naraymca.org
または FAX 0742-46-7550

野村

靖子メネット事業主任

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。
次号にて、東日本区が進めています「東日本大震
災復興支援絵はがき販売の案内を予定しています。
谷川 修 ☎052-612-3370
携帯電話 090-7301-1960
メールアドレス
tanikawa@shakaikan.com
宝塚クラブ主催のＸマスイベントでフラダンスに興じる理事

