2015 年 1 月号
1 月 1 日発行

主題：「響き合い、ともに歩む」
“Walk Together, Echoing Each Other”
日本一高いビル
「あべのハルカス」

－ 心豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでいく －
－Promote the Y’s movement thoughtfully and hand down the Y’s spirit－
新年明けましておめでとうございます。みなさまにおかれましても、ゆったりとした気分でこの
正月をお過ごしのことと存じます。新年を迎え、こころ新たに、ワイズ運動を展開して参りましょ
う。
昨年１１月、静岡県のＹＭＣＡ東山荘で開催された日本ＹＭＣＡ大会に参加しました。この大会
は、ミッションと課題の確認、全国運動の一致と協力、世界運動への参画、ＹＭＣＡ間の交流・研
修・情報交換と言う４つの目的をもって２年に一度、開催されています。第１８回目にあたる今大
会は、「BEYOND～越えてゆこう、出会うために」をテーマとし、総勢３０６名の参加者中の３割を
ユース世代が占め、司会やプログラムの進行をＹＭＣＡユースリーダーや若手会員に委ねた、楽し
くて活気のある大会でした。今期の西日本区ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任である阿蘇クラブ
の藤本義隆さんが総合司会を務めておられました。
部会巡り、そして、西日本区各地の周年記念例会に出席することで、都会から離れた地のクラブ
であっても、地域との交わりがあって、地域におけるＹＭＣＡ運動をみずからの力で力強く、そし
て、長年にわたり展開していること、地域活性化の面でもワイズ活動を展開していること、そのよ
うな意味で、都会とは異なる面でのしっかりとしたワイズ運動を展開しておられることを知り、こ
ころ強く、そして、誇らしく思いました。
新年を迎えますと、後期半年報のご送付、そして、それに基づき算出される西日本区事業目標に
沿う基金・献金の納入ご準備の時期となります。献金にはロールバックマラリア、ＴＯＦ、ＢＦ等、
国際的活動にかかわるものも含まれていますので、期日までの書類ご送付とご送金、よろしくお願
い致します。
今期の目標額を、これまでと同様、「２００万円」としている東日本大震災復興支援金について
は、部会巡りのおりに献金をお願いするなどして集めて参りましたが、今のところ、目標額にはま
だまだ達しない状況です。新年を迎え、改めて、みなさまからの力強いご支援を望む次第でありま
す。
第１８回西日本区大会と第２６回アジア地域大会の登録受付がいよいよ開始される運びとなり
ました。第１８回西日本区大会は６月１３日（土）～１４日（日）に大阪湾南港のホテル・ハイア
ットリージェンシー大阪で開催され、第２６回アジア地域大会は７月３１日（金）～８月２日（日）
に京都市三条けあげのウエスティン都ホテル京都で開催されます。両大会へのみなさま方のご出席、
よろしくお願い致します。第２６回アジア地域大会の際にはアジア地域ユースコンボケーションも
同時開催されます。西日本区の各部・各クラブにおかれましては、ユースの参加ご支援、よろしく
お願い致します。
西日本区理事

松本 武彦

東日本大震災支援金(西日本区目標額 200 万円)の必達にご協力をお願い致します。
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クラブ→部→区→エリアを超えた交流！国際組織であるワイズの醍醐味です。IBC・DBC を通じ、
「出会い→交わり→新（再）発見→自己研鑽」を体験しましょう。
国際ＩＢＣ事業主任の V.Vijaya Kumar さん（インド）から、全世界に向け〖Let’s Build The Bridges of
Friendship〗親善の橋を架けよう！のスローガンのもと、ＩＢＣ事業への積極的な参加を促進する旨が発信
されています。そのような中、2014 年 12 月 13 日（土）に執り行われました、岩国みなみクラブともりおかクラ
ブとのＤＢＣ締結のご報告ができる事は本当にうれしい限りです。東日本大震災の被災地訪問をきっかけ
に、「出会い→交わり」がなされ、このＤＢＣ締結で、「新（再）発見→自己研鑚」のサイクルが末永く回り続け
る事を切に祈ります。
川本龍資 国際・交流事業主任（名古屋クラブ）

◇◇◇ 東日本区もりおかクラブとのＤＢＣ締結報告 ◇◇◇
岩国みなみクラブ会長 佐竹 早苗
去る１２月１３日（土）午後５時から、岩手県盛岡市のきのえね本店にて、『西日本区岩国みなみクラブ・東日本区もり
おかクラブのＤＢＣ締結式＆もりおかクラブクリスマス例会』が行われました。東日本区からは、田中博之理事（東京クラ
ブ）、山口俊一北東部国際・交流事業主査（宇都宮クラブ）、吉田一恵北東部メネット委員（仙台クラブ）、仙台広瀬川
クラブ門脇秀和会長、もりおかクラブ山口貴伸会長他８名、ビジター２名、盛岡ＹＭＣA ボランティアリーダー６名、西日
本区からは、川本龍資国際・交流事業主任(名古屋)の参加がありました。岩国みなみクラブは、高瀬稔彦（西日本区
直前理事）、坂田王將（クラブ交流委員）、佐竹早苗（岩国みなみクラブ会
長）の３名が参加しました。
今年の第 17 回西日本区大会開催時に併設して行ったＤＢＣ締結式は、
実行委員として走り回りながらの締結式で、息つく間もなく実施され慌た
だしさだけが記憶に残っています。それもよい経験ですが、こんなに事前
に時間をいただき、気持ちが徐々に締結式へと向かうということがなかっ
たので、このような場と機会を設けていただき、本当にありがたいと思いま
した。出席された方々と厳粛で丁寧に紡ぎだされる時間を共有し過ごさせ
ていただいたことに、改めて感謝申し上げます。

山口もりおかクラブ会長・田中東日本区
理事・佐竹岩国みなみクラブ会長

ＤＢＣ締結式は、西日本区の川本龍資国際・交流事業主任の司会で進められ、東日本区田中博之理事が司式を
務められ、東日本区北東部国際・交流事業主査の山口俊一ワイズと西日本区直前理事の高瀬稔彦の二人が立会人
を務めました。緊張しながらも国内ブラザークラブ締結証に自分の名前を間違えず署名することができました。
今年５月に東日本大震災被災地訪問ということで、当時西日本区理事の高瀬稔彦理事、加藤信一広報事業主任（
京都トップスクラブ）と事務局員の私の３人で訪れ、盛岡、宮古、陸前高田、気仙沼、南三陸、石巻、仙台、山元町を
案内していただきました。そのときに私は初めて仙台、盛岡に来て、もりおかクラブの方々の人柄に触れ、なんて人間
っぽくて素敵な方々なんだろうとびっくりし、心動かされ、自クラブに
感動を持ち帰りました。
今後は、毎年交互にお互いのクラブを行き来したいと思っており
ます。話しながら交流を深めていくと気付かせていただいた「もりお
かクラブ」との出会いを大切にしていきたいなと思います。
締結式後のクリスマス例会も、ＹＭＣA ボランティアリーダーの「全
国リーダー研修会の報告」やゲームもあり、大変盛り上がりました。
締結証お披露目！ 列席者の皆さん スマイル＾＾）！

二次会も盛り上がり、翌日の観光も雪の中楽しむ事ができました。
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どうか、平和の主御自身が、いついかなる場合にも、あなたがたに平和をお与えくださ
るように。 主があなたがた一同と共におられるように。
（テサロニケの信徒への手紙二 3 章 16 節）
聖句黙想
テサロニケはマケドニアにあった町です。これは西暦 52 年頃、使徒パウロが伝道してでき
た集会に宛てた手紙のようです。福音書もまだ書かれていない、教会の組織も整っていない時
に、文書で信徒を励ましています。組織を作る苦労が伝わってくる内容です。パウロはイエス
と共に働く時に生まれる「平安と平和」を何とかして伝えたかったのです。私たちは傷だらけ
の世界に送り出されています。平安と平和の訪れる「場所作りをする」ワイズメンでありたい
と夢見る新年です。
西日本区チャプレン 江見 淑子

◇ 後期「半年報」ご提出のお願い
半年報は、西日本区の現状を把握する基礎資料です。期日の厳守にご協力ください。
西日本区事務所から各部長様にご依頼をさせていただいていますが、各クラブ会長様は下記の点に
ご注意の上、提出期限厳守で所属する部長までご提出ください。
①記載内容の期日：１月１日現在
②提出期限と提出先：１月 10 日までに所属する部長まで
※部長は、ご確認の上、1 月 15 日までに西日本区事務所に原本をご提出ください。
「半年報」用紙は 西日本区ホームページ(http://www.ys.x0.com)⇒資料庫⇒諸届け用紙 から PDF、
Word データともにダウンロードできます。

◇ 周年記念例会情報 (2014 年 12 月 31 日現在)
・鹿児島

25 周年

2015 年 2 月 14 日(土)

ジェイドガーデンパレス ２階

・神戸メネット

50 周年

2015 年 3 月 14 日(土)

神戸外国倶楽部 (14:00-16:00)

・京都トップス

20 周年

2015 年 4 月 5 日(日)

ウエスティン都

・東広島

20 周年

2015 年 4 月 26 日(日)

・京都エイブル

25 周年

2015 年 5 月 16 日(土)

京都ホテルオークラ

・岡山

50 周年

2015 年 5 月 23 日(土)

岡山国際交流センター (13:00-17:00)

◇ 第 26 回アジア地域大会「カウントダウンニュース」Vol.1 発行
12 月 1 日から登録が始まった「第 26 回アジア地域大会」のＰＲチラシが、同
大会広報委員会から発行されました。 各クラブにはメール委員を通じて発信して
いますので、ぜひお読みください。
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次年度における次々期理事候補者の推薦のお願い
西日本区定款第８条により次々期理事候補者等指名委員会から、「次年度における次々期（2017～2018
年度）理事候補者」の推薦を募ることが公告されました。
西日本区のクラブで立候補者がいらっしゃる場合、以下の要領に従って立候補の届け出手続きをいただ
きますよう、ご案内いたします。
立候補資格

西日本区役員（東西分割前の日本区時代を含む）の経験がある方

届出書類

「立候補届出書」及び「クラブ会長の推薦書（書式は自由）」

届

指名委員会委員長

出

先

高瀬 稔彦

〒740-0026 山口県岩国市車町 1 丁目 14 番 16 号
提出期限

2015 年３月 21 日（土）までに必着

※事務手続の都合により３月７日（土）までにご提出くださるようお願いします。
問

合

先

高瀬稔彦委員長（携帯 090-3374-9568）

詳しくは、各部長経由にて各クラブに送付した 12 月 25 日付の依頼文書等をごらん下さい。

西日本区理事

2014∼2015 年度

松本

武彦

メネット国内事業に係る支援先の決定について

西日本区各事業に対する皆様のご理解とご協力に心から感謝いたします。
さて、去る 11 月８・９日の西日本区第２回役員会において、今期メネット事業「国内プ
ロジェクト」について熱心なるご協議をいただきました。
その結果、各部会・メネットアワー及び国内プロジェクトに係る皆様からの貴重な献金
の支援先については、
「適切な研究機関・研究者を常任役員会、メネット事業委員会で精査・
協議し決定する」との動議が議決されたところです。そして、その支援先については、本
事業の継続推進のためにも、できるだけ早く決定すべきであるとのご意見をいただきまし
た。
これらを踏まえ、12 月 11 日、メネット事業委員会において下記のとおり支援先を決定
したとの報告を受けました。
支援先

東海大学医学部

基礎医学系
生体防御領域

佐藤ユニット（佐藤健人准教授）

そこで早速、第５回常任委員会を開催し、当該メネット事業主任からの報告書等をもと
にメール及び電話により鋭意協議した結果、12 月 14 日、上記支援先を妥当とし決定いた
しました。
皆様におかれては、当該メネット事業国内プロジェクト「希少難病の理解と患者支援」
の趣旨をご理解いただき、今後の事業推進に一層のご協力を賜りたく、ここにご報告させ
ていただきます。
西日本区理事
松本 武彦
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西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い
項

目

金

後期区費ほか

額

納入期限

7,500 円

Ｙサ・ユース支援金

1人

2,000 円

ＣＳ資金

1人

1,500 円

ＲＢＭ

1人

800 円

２月 15 日

備

考

後期半年報により請求
国際ＡＳＦを含む

３月 15 日

（ロールバックマラリア）

ＴＯＦ‐ＧＰＦ資金

1人

1,400 円

ＦＦ

1人

800 円

１人

1,500 円

切手２月 28 日

切手は送付用葉書を同封し

（合計額）

現金３月 15 日

(有)フクオ宛に送付

（ファミリーファスト）

ＢＦ
（使用済み切手と現金）

ＥＦ

1口

us＄120

ＹＥＳ

1人

200 円

ＪＷＦ

1口

5,000 円

随時

200 万円

随時

東日本大震災支援金

３月 15 日

達成クラブは表彰

西日本区目標

①送金はすべて所定の「払込取扱票」(郵便局)で西日本区事務所へ。
②払込人の｢氏名｣｢クラブ名｣｢電話番号｣および「送金項目｣｢金額｣などを必ず記入。
③不明な点は西日本区会計または西日本区事務所にお問い合わせください。
※ 納入期限「３月 15 日」を厳守してください。
遅れると西日本区大会での表彰対象から外れる場合があります。
※東日本大震災支援金(西日本区区目標額 200 万円)の必達にご協力をお願いします。

【 第 18 回西日本区大会の登録は http://jw2015.com/ から出来ます。】

12 月 25 日(木)～1 月 4 日(日)の間、休ませていただきます。
1 月 5 日(月)、初出となりますので宜しくお願いいたします。

理事通信への掲載
「クラブの周年行事」や、「クラブ事業」などを西日本区の皆さまにお知らせしたい時は理事通
信をご利用下さい。毎月 25 日までにメール文章で、理事事務局長宛お送り下さい。
理事事務局長 石津雅人（大阪センテニアルクラブ）
Ｅ-mail：osaka@m-ishizu.com
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