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“経験がワイズを育みます”

You can do it! Yes, you can!
「あなたならできる!  きっとできる」
Mission with Faith　「信念のあるミッション（使命・目標）」
Through Lovely Serve　「愛をもって奉仕しよう」
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　ワイズ読本に１００人に聞いたワイズ入会の動機が
掲載されています。それぞれ入会の動機は大きく違い
ます。皆さんの入会の動機も様々なエピソードがあっ
たことと存じます。
　あいまいな動機で入会した私ですが、クラブ例会
やクラブの先輩の活動を知ることと、クラブ内外の
人 と々の交流で自分自身が大きく影響を受け、その結
果、自己研鑽に繋がることを知りました。クラブは自己
研鑽の場、自分自身を育てることは勿論ですが、その
次にあるものは何か、ＹＭＣＡと共に働き、気づきを覚
えることは大変大切なことと思います。
　メンバーの皆さま、是非入会歴の浅い方 を々ご指
導いただき、豊かで良質なメンバーを育て、未来を見
据えた素晴らしいクラブ運営をお願いいたします。
　また、第１８回西日本区大会の理事引継式でお話
をさせていただきました。私には１つの夢と２つのお願
いがあります。
　１つの夢はロースター内のDBC・IBCの空欄を埋
めること。
　お願いは1.ロールバックマラリア運動をおおいに支
援していただきたいこと。2.五年目を迎えた東北被災
地支援とメネット事業国内プロジェクト推進です。

The motives for joining Y’s Men International of 100 Y’s 
Men are carried in the Y’s Guidebook. Their motives 
vary greatly from person to person. In the same way, 
your motives for joining YMI must have been diverse 
with a unique episode of your own.
I didn’t have a clear-cut motive for joining YMI; however 
I came to realize that serving as a Y’s Man can enrich 
myself by attending monthly club meetings and knowing 
about the community services rendered by the senior 
club members, as well as by associating with other Y’s 
Men in and out of my club. It goes without saying that 
the Y’s Men’s Club is a place for personal enrichment 
where you can cultivate your mind. Then, what comes 
next? I think it really significant to become aware of 
something important through collaborating with the 
YMCA.
I ardently hope that every one of the senior club 
members will give a proper guidance to your novice club 
members based on a futuristic management of the club 
so that he/she will grow into a full-fledged Y’s Man in 
the years to come. At the handover ceremony of the RD 
to the RDE in the 18th Japan West Regional Convention, 
I talked about one dream and two hopes of mine.
My dream is to help some clubs fill in their blank spaces 
of a DBC and/or an IBC in the Roster this service year. 
By associating with the members of DBCs and IBCs, we 
can learn a lot from one another and expand the circle of 
friendship, which something like a dream come true. 
Newly admitted members will surely enjoy the true joy 
of being a member of YMI by joining this circle of 

「あなたならできる！ きっとできる」
　　― 生きる　しなやかに　さわやかに ―

“You can do it! Yes, you can!”

　　－Live flexibly and refreshingly－

2015-2016 西日本区理事　　遠藤　通寛
2015-2016 Regional Director, Japan West Region

Michihiro Endo



　メンの事業は、仙台YMCA、盛岡YMCAへの支
援。メネット事業はもりおかクラブ、仙台クラブ、仙台青
葉城クラブ、仙台広瀬川クラブが行おうとしている被
災地での新クラブ設立のための支援です。
　夢・・・DBC・IBC　交流では多くの学びと友情の
輪が広がります。新しい入会者の皆様にもワイズの醍
醐味を体験していただけることと存じます。新しい扉を
あけましょう。眺めているだけでは何も起りません。
　お願い1.ロールバックマラリア運動は現在大変な成
果を見せているようです。２０００年から２０１３年の間
に死亡率は約47％減少したようです。でもまだ１日約１
６００人の方が亡くなっているそうです。乳幼児の死亡
率は高く、多産は貧困と女性の学習の機会を奪うこと
となるでしょう！ 皆様、救える命を今、救いましょう！

　事業制度改革２年目を迎えますが、変わらぬワイズ
の理想を求め、下記のように事業方針、目標を定め、
その目標に向かって事業主任、各部長の皆様と職責
を果たしていく所存です。

事業別の方針・目標

YMCAサービス・ユース事業
・YMCAサービス　所属するYMCAとの情報交換
を密にして、求められている支援を的確に把握し、積
極的にサポートする。
・若者（ユース）のYMCA、ワイズメンズクラブへの理
解を深め、将来にわたる関わりを持つための仕組みを
作り、取組みを推進する。
・各部におけるＹＹ（Ｙ）フォーラムの開催。
・ユースコンボケーションにＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブ
を理解しようとする多くのユースを送り出す。
地域奉仕・環境事業
・クラブ・部で実践する地域奉仕・環境事業活動に
係る支援金要請に対し迅速に対応する。
　環境事業は身の回りおよび地球規模で発生してい
る環境問題を認識し、私たちにできることを実行する
ようにアピールする。
・国際協会のロールバックマラリア事業の継続を受
け、再度皆様に理解と支援をアピールする。
・東日本大震災の復興状況を把握しつつ、現状に
沿った支援を継続する。
・CS資金・FF献金・TOF資金についての理解を深
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domestic and international friendship. Nothing will 
happen to you if you keep standing still. Let’s open the 
door to a new world.
My first hope is that you will generously support the Roll 
Back Malaria UGP. It seems that the Roll Back Malaria 
project has achieved phenomenal results. According to a 
survey, the mortality rate of malaria decreased by about 
47% from 2000 to 2013. And yet, some 1,600 people die 
from the disease a day. The infant mortality rate is still 
very high, and too much childbirth will give rise to 
poverty and deprive women of a chance to have 
education! Let’s save whatever life we can save now!
My second hope is that you will keep supporting the 
fifth-year project of Restoration of the Disaster-stricken 
Area in Tohoku Region by the Great East Japan 
Earthquake, as well as promoting the Menettes’ 
domestic project. Morioka Club, Sendai City Club, 
Sendai-Aobajyo Club, and Sendai-Hirosegawa Club are 
jointly trying to charter a new club in the 
disaster-stricken area. We must support their endeavors 
to accomplish their purpose. 
Japan West Region restructured its Service Programs 
into five major Service Programs last year. I have come 
up with the following policies and targets for this service 
year as RD of the Japan West Region seeking after the 
ever-lasting ideals of YMI. I’m determined to make 
efforts to work out and materialize the following policies 
and targets in close cooperation with the Regional 
Service Directors and District Governors. 

The Policy and Target for Each Service Program
YMCA and Youth Service Program
・YMCA Service: To correctly understand the needs of 
the local YMCA by closely exchanging the relevant 
information with its staff and actively support its 
programs and events. 
・Youth Service: To help the Y’s Youth understand the 
movements of the YMCA and YMI in depth and set up 
a framework with which they can involve themselves in 
the movements in the future.
・To hold a YY(Y) forum in each District.
・To dispatch many Y’s Youths who are willing to 
understand the movements of the YMCA and YMI to 
Area and International Youth Convocations.
Community Service and Environmental Program
・To promptly handle applications to the Service Program 
for a financial aid for community services and 
environmental programs to be carried out in respective 
clubs and Districts. As regards environmental programs, 
it is necessary for us to realize environmental problems 
occurring locally and globally, as well as to appeal to the 
Y’s Men in JWR to carry out what we can do to solve 
the problems.
・To appeal again to the Y’s Men in the JWR to 
understand and support the Roll Back Malaria Project in 
accordance with its extension as the UGP.  
・To continue a down-to-earth support for the restoration 
of the affected area by the Great East Japan Earthquake 



めていただく。
EMC事業
・ワイズメンズクラブの目的・モットーを基本に、各部に
於いて「EMCシンポジウムや各種研修会」を開催し
EMC事業の普及を図っていただく。
・日本区ワイズメンズクラブ創立100周年に向け計画
的な会員増強を図る。
国際・交流事業
・DBC・IBC締結の推進
・国内（東西）・国外の交流推進　
・BF制度は国際役員、BF代表の資金、　献金の目
的理解と献金推進
・YEEP・STEP制度を通じて若者の成長支援
・ＥFの国際基金への理解と推進
メネット事業
・国際・交流事業との協働によるメネット事業の展開。
・国内プロジェクト　東日本区北東部仙台3クラブとも
りおかクラブの「被災地支援活動」及び「被災地訪問
交流会プログラム」への支援要請
・メンから、メネットへ例会・各種事業への積極的な参
加呼びかけを推進する。

2015 ～ 2016 年度西日本区事業目標
ＹＭＣＡサービス・ユース献金
（国際ＡＳＦを含む）  　　　１人あたり2,000円

ＲＢＭ（ロールバックマラリア）献金
    　　  １人あたり  800円

 地域奉仕活動（ＣＳ）献金
   　　   １人あたり1,500円

ＴＯＦ（Time of Fast）献金
   　　　１人あたり1,400円

ＦＦ（Family Fast）献金 
   　　　１人あたり  800円

 

ＢＦ（Brotherhood Fund）献金
   　　　１人あたり1,500円
  　　（現金＋使用済み切手換金分）

東日本大震災復興支援献金
     　　      合計 200万円

ＥＦ（Endowment Fund）献金
記念ごと献金
  　　合計3,000 ＣＨＦ（スイスフラン）

Ｅ（Extension） 
新クラブ設立　    　　＋２クラブ

ＪＷＦ（Japan West Y’s Men’s Fund）献金
記念ごと献金
   １口5,000円 合計50万円

ＭＣ（Membership & Conservation）
会員数増強　   　　　  前期末＋55名

 

情報発信
区報年３回、理事通信年12回

ＹＥＳ（Y’s Extension Support）献金
    　　  １人あたり  200円

ＬＴ（Leadership Training）
次期役員研修会、次期会長主査研修会　各１回
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by closely following up the process of its restoration.
・To help the Y’s men in JWR better understand CS, FF 
and TOF Funds.
EMC Service Program
・To hold EMC symposiums and other workshops in 
respective Districts in compliance with the purpose and 
motto of YMI to promote and expand EMC activities.
・To expand the membership systematically based on a 
concrete plan toward the 100th anniversary of YMI.
International Service and Exchange Program
・To facilitate the establishment of DBC and IBC 
partnerships.
・To promote the exchange between DBCs and IBCs.
・To understand the purpose of Brotherhood Fund 
intended for international executive officers and BF 
delegates and solicit a donation to it.
・To support the sound development of the Y’s Youth by 
making the most of YEEP and STEP.
・To better understand the international fund of 
Endowment Fund and ask for a generous contribution to 
it.
Menettes’ Service Program
・To carry out Menettes’ Service Programs and Projects 
in collaboration with International Service and Exchange 
Program.
・Domestic Project: To call for assistance to “the activities 
to support the disaster-stricken area” and “the program 
of visiting and associating with the sufferers in the 
disaster-stricken area, which have been carried out 
jointly by Sendai City Club, Sendai-Aobajyo Club, 
Sendai-Hirosegawa Club and Morioka Club.
・Y’s Men are requested to positively ask their Menettes 
to participate in monthly club meetings and other 
programs and projects at club, District and Regional 
levels.



− 4 −

ご あ い さ つ

　昨年４月頃だったかと思います。当時、九州部部長で
あった入佐孝三メンから連絡があり、何かなと思いきや

「理事を引き受けて貰いたい」との申し出でした。
　九州部には、素晴らしい諸先輩がおられますので、辞
退したのですが熱心に口説かれました。私が出した結
論は、私が過去に所属した４クラブの現会長、次期会長
さん達からクラブ挙げて支援する協力体制が出来るな
らお引き受け致しましょう。と、返事しました。４クラブに所
属？？？　そうです。私は、熊本ジェーンズクラブに入会後、
熊本ジェーンズクラブの１０周年記念事業の一環で、新
クラブを創ろうとの計画で、熊本むさしクラブの初代会長
として移籍しました。それから７年後位に、また熊本ジェー
ンズがホストになって、熊本ひがしクラブを創る動きが始
まりました。クラブチャーターに生きがいを感じる私は、当
初、外部から応援のつもりで関わっていましたが、とうとう
移籍して応援する事になりました。２年後、熊本むさしク
ラブに呼び戻され九州部部長を拝命しました。部長の
活動計画の中に「熊本市　西部方面に新クラブ設立
を」と掲げて、翌年３月の評議会で可決。そして懇親会
の席上、私のスポンサーでもあります田上正メンに設立
準備委員長になって頂き、見事翌年４月に、熊本にしク
ラブがチャーターした際、熊本にしクラブに移籍しました。
都合４つ目のクラブであり、３つのクラブのチャーターメン
バーを経験しました。
　ワイズ入会後の経緯が長くなりましたが、熊本には、熊
本在住の１０クラブで組成している「熊本連絡会議」が
あります。５月の連絡会議後、入佐部長（当時）が４クラ
ブの現・新会長を集められて、主旨説明後、４クラブ挙げ
て応援する事で一致団結しましたので、引き受けざるを
得ませんでした。「義を見てせざるは勇なきなり」の心境
でした。後は、皆さんご存知のように、昨年６月の代議員
会で次々期理事として、更には今年６月の代議員会で
次期理事として承認されました。
　タイトルに掲げましたように、私はエクステンションに燃
える男です。西日本区になった第１期岡山クラブの佐々

エクステンションに
情熱を捧げる男

次期理事　岩本　悟
（熊本にし）　　　　　

ワイズメンズ運動の
豊かな展開を

直前理事　松本 武彦
（大阪西）　　　　　

　遠藤通寛理事による西日本区第１９期の理事活動が
スタートしました。遠藤理事は、その理事活動の主題を「あ
なたならできる！　きっとできる」とし、副題を「生きる　しな
やかに　さわやかに」としておられます。
　ワイズメンズ運動は、ＹＭＣＡや地域社会・国際社会
への奉仕活動を通じて自己研鑽の機会と交流の喜び
を得ることに大きな意義があり、かつ、社会的必要性もあ
る、と確信しています。私は、また、私たちのワイズメンズ
運動は、自分自身はもちろん、周りの人たちをも勇気付け
励ます大きな働きをしていると確信しています。
　私たちのこのワイズメンズ運動は、次世代を担う人 を々
も励まし続ける貴重な活動であり、これを次世代につな
げてゆかなければなりません。
　ワイズメンズ運動は、ワイズメンひとり一人がそれぞれ
の持つ力を発揮してワイズ活動に励む、これにワイズの
仲間が響き合い、ともに歩むとき、その力が大きく増し広
がってゆくとともに、ワイズメンズ運動の根幹をなすワイズ
スピリットを次世代につなげてゆくことができます。
　「あなたならできる！　きっとできる」の言葉をいつもここ
ろに置き、「生きる　しなやかに　さわやかに」の言葉を
いつも念頭に置いて、ワイズメンズ運動を豊かに展開す
ることであります。
　遠藤理事がその事業方針において掲げておられる

木宣夫理事の時、５クラブがチャーターしました。７月１日：
大阪ヴェクセル。７月１３日：京都トゥービー。８月３日：わが
熊本むさし。１１月９日：米子。翌年４月１１日：芦屋クラブです。
従って私の期には５クラブ。いや９つの全部でチャーター
する意気込みで取り組んで頂いたら、すごく活性化する
でしょう。ひいてはこれがＹＭＣＡ支援に繋がり、地域社
会貢献に繋がります。皆さん、エクステンションを真剣に
考え、取り組みましょう！！！
　今期は、遠藤理事始め、過去に理事を勤められた皆
様方にじっくりと、ご指導を仰ぎながら次期に備えたいと
思います。よろしくお願い申し上げます。
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西日本区という海洋に

船出する今

書記　正野　忠之　　　　　　　　
　　　　　　　　（大阪泉北）　　　

想いを理解し共感して、ワイズメンズ運動を豊かに展開
することに努めましょう。
　私は、以上のことを念頭におき、直前理事として遠藤
理事を支え、活動して参ります。

　今期、遠藤通寛西日本区理事のもと、書記を務めさせ
ていただきます。皆さんのクラブや部と遠藤理事、5 名の
事業主任をつなぐ役目がワイズにおける書記の大切な
役割だと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
何かありましたら、部長を通じてでもけっこうですし、直接
でもけっこうです。何でもご相談ください。
　遠藤通寛西日本区理事とは、私が阪和部長で理事
指名委員（部長は同時に理事指名委員となります）だっ
たときに候補となることの承諾を得て依頼、２年半ほど
行動を共にしています。過去には同じ阪和部の中で、部
長と事業主査の関係だったこともあります。この７月から
ようやく港を離れ、海洋に出ましたが、出航の準備にかけ
た２年半は、簡単なものではありませんでした。ですので、
海原へ出た今はどんなことでも乗り越えられると信じてい
ます。おそらく遠藤船長も同じだと思います。舵取りは船
長が行いますが、私はそのための海図を作り、帆を張り
替えて、遠藤船長とともに船を動かします。目指すところ
はひとつです。来年の６月、そこへ到達することができる
ために全力を尽くしたいと思います。
　ご縁があって、西日本区の役員会という場にここ数年、
関係し続けています。部長として事業主任や区役員を
見、事業主任として部長と接する機会も経験することが
できました。そのことを活かしたいと思います。遠藤通寛
西日本区理事も同じ経験者です。部長と事業を遂行す
る事業主任の両方の思いを知る立場でワイズダムの発
展に寄与できれば、ひとつでも二つでも、お役に立てるの
ではないでしょうか。そう信じております。
　書記は大変だよと会う人ごとに言われます。決して楽
ではないでしょうけれど、皆さんのワイズ活動がより良い
方向へ向かうならば、労を惜しみません。私はこの７月か
ら長年いたクラブを離れ、理事と理事キャビネットがいま
すクラブへ転会しました。元のクラブのご恩に報いるた
めにも、全力投球で書記の役務を務めたいと思います。

来年の６月、大阪で開催されます西日本区大会で、皆さ
んと笑顔の再会ができますように。遠藤通寛西日本区理
事と５名の事業主任をよろしくお願いいたします。

　昨年７月から１年間財務委員として、西日本区会計事
務処理手続きの一端を担わせていただきます。その一
年間の中で、西日本区会計となると大きな金額となります
が、その原資は各クラブからの会費と献金であります。各
クラブからの会費と献金が国内・国外とワイズメンズクラ
ブの様々な活動に充当されていることを実感いたします。
メンバーの高齢化や会員数の減少傾向と海外送金の
多いワイズメンズクラブでは、円安の傾向は西日本区会
計には大変厳しい状況であります。
　また、事務処理実務は歴代理事事務局キャビメットの
皆さんと、西日本区事務所職員のお働きで形成されてき
たもので、感心いたしました。
　西日本区会計事務は細かな数字とにらめっこする事
務が続き、サラリーマンの現役時代にはなんのこともない
と思える作業でも、定年を過ぎた人間には疲れてくる作
業の連続ですが、遠藤通寛理事期の西日本区事業を
支えるために全力でその任を務めていく所存です。
　私が、ワイズメンズクラブとYMCA は国内外の青少
年問題、地域環境、福祉介護などの社会の課題に取り
組む奉仕団体であり、ワイズ運動の原点であると確認し
たのはロールバックマラリア募金運動と東日本大震災支
援であります。ロールバックマラリアの取り組みは国際社
会から大きな支持を受けて継続的に行っている事業で
あり、東日本大震災から４年余り経過をしているが、なか
なか進めない被災地の復興支援への取り組みには、ワ
イズメンズクラブでは西日本区としても各部やクラブとし
ても事業を展開されておられます。また YMCA では日
本 YMCA 同盟や各 YMCA が取り組まれており、被災
地のワイズメンズクラブとYMCA の活動を支援してい
ます。厳しいワイズメンズクラブの会計運営となりますが、
社会の課題に取り組む奉仕団体であるためにもその基
本を示すことと思います。
　どうか、この１年間よろしくお願いします。

社会の課題に取り組む
奉仕団体であるためにも
その基本を示す

会計　飯沼　眞（大阪泉北）
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財政監事を拝命して

財政監事 　浅岡　徹夫
（近江八幡）　　　

　監事とキーボードをたたいた時にほくそ笑む自分がいま
した。○○理事という肩書と比べると肩の荷が下りた感
があります。・・・などと記述したら、皆様からひどくお叱りを受
けることでしょう。
　西日本区には課題が山積しております。昨年度３クラブ
が解散するなど退会会員が増加している問題は深刻で
す。それに由来する西日本区会計の財政健全化も喫緊
の課題です。
　経費支出は、ほぼ固定化するなかで、極端な円安傾向
で国際・アジア地域への分担金が増えてきていること、更
に収入が会員減少により目減りし、区会計の赤字が恒常
化する恐れがあります。
　また通年、理事目標に基づいて地域奉仕・環境事業資
金が献金されていますが、利活用が進まないのも問題で
あります。周知の徹底や利活用の促進とあわせて、利用
規約の緩和も視野に検討を進めるべきではないでしょう
か。またＪＷＦの管理・運用はワイズ発展のためのプロジェ
クトに資することを目的とするとあるが、どういう性格を有す
る資金なのかを皆様にわかりやすく説明し、献金推進を
図っていくことも必要です。また西日本区事務所の職員育
成、さらには毎年交替する事業主任・理事事務局と事務
所との業務の棲み分けをきちんとすることも喫緊の課題で
す。東日本区やアジア地域・国際協会と会員活動の面で
どう相乗効果を出していくかといった問題もあります。
　さらに次期における次々期理事候補者に就任して以
降、直前理事を終えるまでの理事としての準備や公務に
関するマニュアル整備や西日本区理事を受諾しやすい
環境整備の問題なども進めていかなければなりません。こ
のように挙げればキリがないくらいの課題が山積みです。
どれひとつとして監事だけで職務遂行できる問題ではな
く、皆様と協働して解決の方策を見出していかなければな
りませんが、手をこまねいて一年間を過ごすのではなく、ひ
とつでも一歩でも前進させていきたいと思っています。
　一方、行政監事の職務は西日本区役員会におけるお
目付け役？という性格も有しております。理事主題、理事目
標の達成に向けて、遠藤通寛 西日本区理事（大阪泉北
クラブ）や正野 忠之 西日本区書記（大阪泉北クラブ）、

飯沼眞西日本区会計（大阪泉北クラブ）、山田理学 西日
本区理事事務局長（大阪泉北クラブ）がお働きになるの
を援けて、西日本区の運営が円滑に遂行されるように見
守ってまいりたいと存じます。わたしがこれまでの経験で蓄
えたものが幾分かでも皆様のお役に立つようにクラブ・部・
区そして事業と真摯に向き合い、誠実に職務を果たして
まいる覚悟であることを宣誓し、行政監事就任に際しての
ご挨拶といたします。

　今年度は私にとっては西日本区役員として最後の役
割となる財政監事を務めさせていただくことになります。
西日本区定款第１８条によると、財政監事は①役員会に
おける必要な助言。②財政に関する監査を実施し代議
員会に報告。③財政に関し年度終了後、原則８週間以
内に監査を実施し次の代議員会に報告。することが任
務として定められています。
　西日本区において、皆様から集められた貴重な財政
が適切に管理・運用されていることをきっちりと確認させ
ていただくことは大変重要な役目であり、心新たに新し
い任務の遂行に全力で臨みたいと考えています。
　遠藤通寛西日本区理事は、私が次々期理事等指名
委員会委員長の時に理事を引き受けて頂いた方であ
り、豊かな経験と実行力を持つ明るく前向きな素晴らし
いリーダーであり、今年度のご活躍を大いに期待してい
ます。西日本区役員の一人として当然、遠藤通寛西日
本区理事および理事キャビネットを支援していきますが、
時には財政監事として厳しいことを言わせていただく局
面もあるかもしれません。悪しからずよろしくお願いいたし
ます。
　ワイズメンズクラブが創立１００年を迎える２０２２年ま
でに、西日本区としても大きく発展していけるよう、西日本
区理事はもちろん西日本区の全ての会員が力を結集し
て頑張って行きたい。１年間どうぞよろしくお願いします。

監事就任に際して

行政監事　高瀬　稔彦
（岩国みなみ）　　　
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　2015-2016 年度西日本区報第 1 号発刊に際してお
祝いの言葉を述べることは、私にとりまして誠に光栄なこ
とです。
　1922 年米国オハイオ州トレドにおいて設立され、現在
世界の 70 の国と地域にクラブを有するワイズメンズクラ
ブ国際協会を代表して、「京都のおもてなし」という真の
賜物を享受した第 26 回アジア地域大会の盛大な開会
式で示された「未来を始めよう　今すぐに」のテーマに
沿ってプログラムと活動が滞りなく実践され、2015-2016
年度が喜び溢れる実り多き一年となるよう心から祈念し
ております。今回のアジア地域大会は、日本のワイズ運
動がクラブ会員の間だけでなく東西日本区の協力・共
同という形で一つに結実した実例であり、今後何年にも
渡って楽しい思い出として我々の心に留まることでしょう。
ワイズメンズクラブ国際協会が誕生し、その長きに渡る
奉仕活動が 100 年目を迎える 2022 年 100 周年記念
に向けて我々は活動を続けておりますが、西日本区が
第 26 回アジア地域大会を組織するという課題を見事
に成し遂げられたのは、ワイズメンズクラブ国際協会の
モットーを遵守されたからに他なりません。今回のアジア
地域大会プログラム冊子に注意深く目を通して、改めて
思うことは世界中のワイズ運動に関わるメンバー全員が

「強い義務感を持とう　義務はすべての権利に伴う」
という素晴らしいモットーの意義を覚え、ワイズメンズクラ
ブ国際協会の一員であることが、どれほど幸運なことで
あるかを熟考する時を持って欲しいものです。
　このモットーがワイズメンによって採用された理由は、
大半の人が傾向として全ての権利を存分に享受するこ
とを強く主張する一方で、そのような権利に伴う義務の
妥当性については気づいていないからです。
　ちょうど青信号が一つの道路を往来する車や人に進
むという権利を与える一方で、交差する道路を往来する
車や人に対して赤信号が止まる義務があることを警告
するように、我々が享受しているすべての権利はそれに

国際会長よりメッセージ

2015 − 2016 国際会長
ウイッチャン・ブーンマパジョン

伴う義務の上に成り立っているのです。
　ワイズメンズクラブ国際協会のモットーは権利を主張
するよりも、権利に伴う義務を認識し、その義務を果たす
こと―つまり権利から義務への重点の転換を常に我々
に促しているのです。
　2015-2016年度の国際会長として「信念のあるミッショ
ン」という主題のもと、権利から義務へ重点を転換して
我々の目標を首尾よく達成するために献身したいと思い
ます。
私はこの主題が、どのような課題も解決可能に思える
程に皆様の献身と勇気を鼓舞することを願っています。
2022 年の設立 100 周年記念祝典に向けてワイズ運動
を展開する上で、引き続き全てのプログラムと活動が成
長拡大できる実り多き一年間となりますように祈念してお
ります。
　神様の祝福がありますように。ワイズの心を込めて
敬具

ワイズメンズクラブ国際協会からワイズメンズクラブ国際協会から

　7 月 31日から8 月 2日の間、京都で開催されたアジ
ア地域大会は大成功の内に幕を閉じましたが、その中
でアジア地域会長に就任した事は私にとってこの上な
い名誉であり喜びであります。
　素晴らしいウエスティン都ホテルにおいて、かくも盛大
かつ細部にまで行き届いたアジア地域大会を主催され
た西日本区に対して心よりお祝い申し上げます。西日本
区は、アジア地域最大の区であり、松本武彦直前理事
と遠藤道寛新理事の優れた指導力の下で大勢のボラ
ンティアチームを動員することが出来たのです。同時に
大会実施にあたって森田美都子大会実行委員長と優
れた大会実行委員会のメンバーが極めて献身的かつ
プロ的に取り組まれた事に、お祝いの言葉と深い感謝
の念を表します。
　本年度は我々にとって取り分け重要な一年でありま
す。というのもローカルレベルでクラブを強化する計画を
立てているからです。会員増強に加えて、会員の皆様に

アジア地域会長より

2014 − 2016 国際議員
2015 − 2016 アジア地域会長

エドワード K.W. オング
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おかれましては、指導的な役割を担うに相応しい情報に
精通し、訓練を受け、自らの責任を熟知し、最も恵まれな
い人々に手を差し伸べる地域奉仕活動と、より大きな影
響を与えるプロジェクトに取り組んで欲しいのです。
　我々にとってもう１つ必要な事はワイズメンズクラブの
無い新しい国にクラブを設立するだけでなく、それぞれ
の国内にさらに多くのクラブをチャーターすることによっ
て成長する事です。アジア地域は、更に拡大する必要
があります。我々の活動を強化する為にはリーダーシップ
トレーニング、会員増強・新クラブ設立の為のファンドが
もっと必要です。従って皆様には会費と個人献金という
形で更なる貢献をお願いします。余裕のあるメンバーに
は気前のよい、より多くの献金をお願いしたします。

　自らが所属するクラブの活動に積極的に参加すると
共に、国際的なプロジェクトである「ロールバックマラリア」、
TOF、ASF、BF、EF や様々な交流プログラムに関わる
よう奨励します。
　良いプログラムと地域に根ざしたプロジェクトは、より多
くの男女を我々のクラブに入会したいと印象づけるける
事に繋がり、その結果より多くの成果とより広い社会的
認知を得ることが出来るでしょう。皆様が知識と経験を
増やし、共に奉仕する事を通じて素晴らしい親睦を楽し
まれますように。
　幸運と神様の祝福を祈念しております。

ワイズの心を込めて

　ワイズメンズクラブ前国際書記長ロランド・ダルマス氏
からご本人が 2009 年ヨーロッパ大会において発表した

“国連とワイズメンの協議資格役割”と題するスピーチ
について報告がありました。
　スピーチはＡ）国連　Ｂ）世界人権宣言　Ｃ）国際連
合経済社会理事会（ECOSOC)　Ｄ）ミレニアム開発目
標　Ｅ）ワイズメンズクラブと国連組織　の５項目から成
るものです。
　事業主任、部長の皆様に是非共クラブ会長（会員）さ
んにお伝え頂きたいのは（Ｅ）についてです。その前に（Ｃ）
と（Ｄ）を抜粋しますので予備知識としてお読み下さい。

（Ｃ）2006 年にワイズメンズクラブ国際協会は、正式に国
連によりその一組織 ECOSOC（国際連合経済社会理
事会）の”Special Consultative Status"（特別協議資
格）が与えられた事は余り知られていません。

（Ｄ）の“2000ミレニアム開発目標”は国連によって 2000
年によって定められ、次の主たる８項目の目標は 2015
年迄に達成されるべきものとされています。即ち、
　ゴール１：極限の飢餓と貧困の根絶　
　ゴール２：全世界の初等教育徹底
　ゴール３：男女平等と女性の力の向上
　ゴール４：幼時死亡の減少
　ゴール５：母親の健康増進

　ゴール６：HIV/AIDS, マラリア及びその他疾病との
　　闘い
　ゴール７：環境保全
　ゴール８：事業展開に関する世界的パートナーシップを
　　進める。

（Ｅ）ワイズメンズクラブと国連組織
　ワイズメンは国連組織内で如何に活動出来るか？
ここも１２項目もありますが日本の我々に関係する部分の
み下記します。（９，１０＆１１を省く）
1）国連内に協議資格を得るという事は、我々にとってプ
ロジェクトを進める上で、また物質的な意味で直接的な
利益があるという訳では無い。我々の日頃から培ってき
た得意な分野とは違う分野で一ＮＧＯとして、我々の経
験を分かち合うということです。これが、ECOSOC が諮
問機関を作った主な理由である。
2）同時に、ECOSOC 諮問機関の一部である事で我々
の活動が全ての段階で高められ、そして国際的により良
いイメージと存在意義が明確になる。
3）ワイズメンズクラブは世界中に 1600クラブ 3 万人の
ボランテイアを有し、変革する世界で新しいサービスを
提供する機構と機会を持つユニークな組織である。
4）2000 年に国連によって打ち出されたミレニアム開発
目標の実施は、国際社会そしてワイズメンズクラブの様

《国連におけるワイズメンズクラブの役割》
区報編集委員　森本榮三（大阪高槻）
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日本YMCA同盟から日本YMCA同盟から

ユースや子ども達のために
更なる協働を

日本ＹＭＣＡ同盟総主事　島田  茂
（東京サンライズ）

　ワイズメンズクラブ西日本区の皆様には、各地域での
YMCA に対する様々な協働とご支援、日本 YMCA 同
盟によるユース育成を中心としたプログラムへのご支援
をいただき、心より感謝申し上げます。
　世界では、紛争、貧困、健康、人権、環境、雇用などユー
ス（若者）を取り巻く環境は厳しい状況にあり、日本でも
子どもの貧困、引きこもり、いじめの問題、不安定な雇用
などにみられるように、希望を見いだせずに閉塞感の中
にある若者が多くいます。このような困難にある子ども達
やユース、その家族にとって YMCA は希望の光である
べきです。彼らが希望にあふれる地球市民となるように、
YMCA が長い歴史の中で培った地域でのリーダーシッ
プと複合的なプログラムを活用して、ワイズメンは勿論の
こと地域の人 、々企業・団体・協会等と協働し、全人的な
育成事業の拡大が必要です。
　2015 年度、日本 YMCA 同盟は正野隆士会長をリー
ダーに、「全員参加の愛の組織風土づくり」をモットーに

中期改革（2014 年度～ 2016 年度）を推進し、社会の課
題に応えるためにふさわしい「オールジャパンYMCA」
としての「新しい革袋（組織）」を創ることを方針として
います。昨年１１月に開催された第 18 回日本 YMCA 大
会では、全国から300人を超える会員、スタッフが参加し、
中期計画の目標を共有いたしました。一方、昨年度は全
国の加盟 YMCAへのコンサルテーションを実施し、会
員組織やガバナンスなどについての個別または全国共通
の課題が明らかになりました。今年度は、それらの課題
の改善計画を進めつつ、子ども達の全人的な育成に寄
与するアフタースクール（放課後学童保育）や多文化共生
を目指す日本語教育事業の強化にも取り組みます。
　これらの全ての取り組みに於いて、YMCAと緊密に
繋がるワイズメンズクラブの方々のご協力は不可欠です。
また特に、子どもやユースの豊かな成長の場として、その
自然環境や国際性を活かして類稀なる働きをなしてきた
静岡県御殿場市の「日本 YMCA 同盟　東山荘」の本
館建替えのための東山荘 100 年募金には皆様の大きな
ご支援が必要です。新たな一年も、遠藤通寛理事のリー
ダーシップのもと、ワイズとYMCAとの強い連携によっ
て次世代を担う青少年の全人的な育成のために、皆様
の更なるご支援を賜りますようお願い申し上げます。

なNGOにとって重要な枠組みである。我々のロールバッ
ク　マラリア　キャンペーンは 2000 年ミレニアム開発目
標で示された 8 つの目標の内の一つに直接的に貢献し
たものである。（ゴール：6）
5）IFRC（国際赤十字組織）を通して RBM プログラム
に献金をして、YMI は人道主義的及び開発的業務を
包含する仕事をするこの重要な国際的 NGOとの関係
を維持したいと考えている。
6）2000 年ミレニアム開発目標が終わりを迎える2015 年
まで全てのレベルのワイズメン、特にクラブレベルに於い
ては、この運動に参加し続けるべきである。全てのレベ
ルのワイズメンはその計画されたプログラムと活動が如
何に例の8つのゴールにリンクしているか再評価すべし。

7）世界的気候変動（役員会での主たる議題の一つ）が
2015 年までの YMI 世界テーマの一つに選ばれるかも
しれない。このテーマは例の 8 ゴールのいくつかにリンク
し得る。
8）具体的活動を通して 2000ミレニアム開発目標に貢
献するのもよし。また貢献の他の方法としては広報による
のもよし。我々のクラブは地域社会に於いて広報、宣伝
する事によって 2000ミレニアム開発目標を支援する方
法が見出せるであろうか？
12）特 別 協 議 資 格を与 えられ て、YMI としては
ECOSOCとの信頼関係を維持しなければならない。
ECOSOC は提出されたレポートに基き、リストされた
NGO の業績評価をしているのだからです。
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　ワイズメンズクラブ西日本区の皆様からの日頃からの
ご支援そして協働によって YMCAの多くの働きがより
大きな力を社会で発揮できていることに、心より感謝い
たします。
　先日、西日本地区のYMCA が集まる研修の場「三水
会」に参加しました。今回のテーマは「YMCAファシリ
テーター　−YMCAスタッフとして求められる働き−」。
YMCAのスタッフとして多くのボランティアや若いスタッ
フと共に働く立場にあって、期待以上の学びを得ること
ができました。「ファシリテート」には物事を円滑に進め
るという意味があります。「ファシリテーター」は物事を
円滑に進めるための進行役、「ファシリテーション」は意
訳になりますがそのような「場づくり」と言うことができ
ます。
　さて、YMCA は様 な々人々が集まる「場」です。子ども
やユースを中心に、あらゆる世代の人々が様 な々プログラ
ムに参加・参画をするためにYMCA に集いますが、そこ
で目指されているのは人々の内面的な変革と、より良い
社会をつくるための行動へと繋がることです。すなわち、
YMCAで行われる水泳やキャンプ、チャイルドケアや専
門学校の場は、そこに集う子どもやユースが生きる未来
の社会を見つめ、彼らの未来の「Body・Spirit・Mind」が
健康で豊かなものであることを実現するためのものでな
ければなりません。170 年前にロンドンでジョージ・ウィ
リアムスが YMCA 運動を始めた時から今に続く、私た
ちの変わらぬ願いです。

対話の場の創造を

日本YMCA同盟連絡主事　山根一毅
（東京北）

　YMCAファシリテーターとは、このような「場」がど
うあるべきかを、そこに関わる人 、々例えば子どもやリー
ダー、最前線で働くスタッフなど出来るだけ多くの人々の
願いや意見から考えていくという役割です。しかも、一人
一人を大切にしつつです。そのためのキーワードとして講
師からは「討論ではなく対話を」という言葉が与えられま
した。「討論」とはその過程において互いに自分の意見
を押し通すための手法です。私たちのこれまでの社会で
は、多くの場で多数決など複数の意見から一つを選ぶこ
とを求められ、その場合は選ばれなかった意見が大切に
されることはありません。一方「対話」とは互いの意見に
耳を傾け、それを理解し、そこから新たな学びを得る手
法です。討論の場合は 1+1＝1ですが、対話の場合には
1+1＝10 にも100 にも成り得ます。具体的な手法を紹介
することは控えますが、YMCA は「対話」を通して、皆で
これからのYMCAの姿を描き、実践していくのが本来
の姿だと思います。そして私たちは、真剣に相手に耳を
傾け、理解し、学ぼうとする態度、人格が備わるように努
力をする必要があります。
　ワイズメンズクラブとYMCA。双方が「対話」のため
に創造された場です。先日の区大会で行われた連絡主
事の集いでは、全体やクラブが抱えている課題を連絡主
事の立場から共有し、私たちがなすべき働きは何かを話
し合いましたが、連絡主事とワイズメンがもっと対話をす
べきだとの意見も多くありました。社会的な立場ではな
く、神様から与えられた大切なひとつひとつの「いのち」
としての人々が、集められ用いられる場所としてワイズメ
ンズクラブとYMCA が存在し続ければと願います。
　これからの１年も、遠藤通寛理事をはじめワイズメンズ
クラブ西日本区のみなさまと共に歩めることをうれしく思
います。よろしくお願いいたします。
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事 業 主 任 の 方 針

よりいっそうの
「Ｙサ力アップ」を目指して
　

Yサ・ユース事業主任　河合久美子
　（京都ウエスト）

はじめに
　今期、遠藤通寛理事のもと、西日本区YMCAサービス・
ユース事業主任を仰せつかりました、京都ウエストクラブ
の河合久美子です。1 年間、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
主題について
　西日本区 Y サ・ユース事業の主題を、「今こそ　Y
サ力　アップ！　～ YMCAとともに　ユースとともに　
確かな未来を～」とさせていただきました。
　現代を生きる中で、最近特に、不安定な要素を感じる
ことが多くなっています。例えば、自然災害の多発による
自然環境の変化、国際紛争などによる社会変動、少年
犯罪やメンタル問題の増加による人間環境の変化など
です。このような状況の中、YMCA は、全国組織、国際
組織を生かし、変化に応じて、地域のニーズにタイムリー
に応えた活動を展開してきていると感じています。最近
では、国内、国外を問わず、災害時の迅速な支援活動
などにおいて、特にそのように感じています。　　　
　このような混迷の時代において、今こそワイズメンは、
YMCAと力を合わせ、一歩前へ進んで、より深く諸問
題とかかわっていく必要があるのではないでしょうか？ 
YMCA からの要望を受け入れるだけでなく、ワイズメン
からの積極的な支援の提案を働きかけていくことも必要
とされるでしょう。YMCA からの情報をクラブがタイムリー
に的確に知るには、やはりYMCA のスタッフの方々、特
に連絡主事との連携が重要となってくると思います。身
近な担当連絡主事の、その最も力を入れて取り組んでお
られる分野や事業について、私たちが理解を深めること
は何かのヒントに繋がるかも知れません。中には連絡主
事がおられないクラブもあるかも知れませんし、YMCA
の規模や態様も様々かも知れません。それでもYMCA
とのパイプを常に確かなものとしていただき、何かひとつ
でも昨年とは違う、新たな支援、より充実した支援、より多
くのメンバーが参加できる支援があれば、実践していくこ

とが、それがすなわち「Ｙサ力」向上に繋がるアクション
ではないかと考えます。
ユースに対する支援について
　ユース事業においては、「ユースコンボケーション」（YC）
に多くの若者を派遣することが、最も大きな役割の一つ
となって参ります。今夏の京都での AYC には、藤本直
前主任や関連する多くの皆様のご尽力により、西日本区
から17 名ものユースが参加予定です。AYC において、
ユースの皆さんが得られる素晴らしい成果の数々は、是
非多くのワイズメンの皆さんと共有すべきであると考えま
す。彼らの成果を取りまとめ、「AYC 報告会」として発表
の機会を持てるよう、西日本区でも企画していくとともに、
次の台湾での IYC においても、できるだけ多くのユース
がチャンスを得て、世界に視野を広げ、成長していける
機会となるお手伝いができるように、広く募集を行い、鋭
意取組みを進めて参りたいと考えています。また各部で
開催されるＹＹフォーラムにおいても、可能であれば、ユー
スの視点を取り入れたＹＹＹフォーラムとして開催してい
ただき、ユースへの理解をも深めていただくことを期待し
ています。
献金について
　西日本区では Y サ・ユース献金として、１人 2,000 円
のご協力をお願いしています。今期、西日本区として
280 万円の目標を立てており、この献金により、様々な有
益な事業への拠出が成り立ちます。具体的には、各クラ
ブ等からの申請に基づくY サ・ユース資金としての拠出
のほか、日本 YMCA 同盟青少年プログラム等への支
援、IYC 関連支援、YY（Y）フォーラム支援などに活用
させていただく予定です。趣旨をご理解いただき、何卒
早期にご協力をいただけますようお願い申し上げます。
今期、事業主任として…
　今期、事業主任として、次の内容を特に心掛けていき
たいと考えています。
・各部との連携強化　各部部会や Y サ・ユース関連事
業があれば参加させていただき、部長様や主査様をは
じめ、メンバーの皆様と交流を深め、各部の現況やニー
ズの把握に努めていきます。
・タイムリーな情報発信　Y サ・ユース事業の方針や活
動状況に関して、西日本区全てのワイズメンが共有でき
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るよう、事業通信等を発行し、活発な情報発信を行って
いきます。
・「Ｙサ力アップ」実現に繋がるような、各部の活動をサ
ポート　「Y サ力アップ」をキーワードとして、皆様の意識
を高め、西日本区 Y サ・ユース事業のより一層の活性化
に繋がるお手伝いに努めます。
おわりに
　私たちワイズメンズクラブの活動は多彩で、どの事業
もいずれも重要な分野ばかりではありますが、Y サ・ユー
ス事業がワイズメンズクラブの存在の根幹をなすもので
あることに今も昔も変わりはないと考えます。西日本区の
皆様には何かとお世話をお掛けいたしますが、Y サ・ユー
ス事業に対しより深いご理解をいただき、更なるご協力
をいただけましたら幸いです。1 年間、どうぞよろしくお願
いいたします。

事業主題
[Will The Circle Be Unbroken] The earliest of 
mankind on earth had music with energy.
事業方針
　この地上に生まれた最初の人類は地球の大自然と向
かい合い、地球の鼓動を感じながら生きてきた。私たちは
常に大自然のなかに生かされています。地球を取り巻く
様々な環境と向き合い共存し生きています。同時に、人と
人との関わり合いのなかで生きていることを忘れてはなり
ません。HAND IN HANDとは、がっしりと手と手をつな
ぎ合わせ大きな繋がりを作っていくことです。ワイズ活動
を通し、人と自然環境との関係に目を向けそして人と人と
の友情の輪を大切にしこの思いを持ってご奉仕しようと
考えています。私たちのこの絆は永遠に続きます。
1.YMCA が行う地域奉仕活動を理解し、出来る限りの
　支援する。
2.クラブで実践する地域奉仕活動に対し支援金援助を
　含め積極的に支援する。
3. 東日本大震災の復興状況を把握し広報する。現状に
　似合った支援を続ける。
4.CS 資金・FF 献金・TOF 資金について理解をいただく

 HAND IN HAND 
共に生きる

地域奉仕・環境事業主任　
川上　孝司

（京都パレス）

　ことを目標とする。
　ＣＳ資金につきましては各部、クラブが実践する地域奉
仕活動に対し支援金援助を含め積極的に支援する方
針です。申請規則、申請方法に関しましてご試問等がご
ざいましたら是非ご連絡ください。CS 資金については各
クラブが有効に活用いただけるよう努力いたします。
事業計画
1.CS 献金（お年玉年賀はがき当選切手シート）の目標　
　1,500 円／ 1 人
2.TOF 献金の目標　1,400 円／ 1 人
3.FF 献金の目標　800 円／ 1 人
4.YMCA が行う地域奉仕活動を理解し出来る限りの支
　援する。
5.CS 資金・FF 献金・TOF 資金について理解をいただく
　ため広報し、CS 資金については各クラブが有効に活
　用いただけるよう努力する。
6. 西日本区各クラブの地域奉仕・環境事業の推進と応
　援を行う。
7.ロールバックマラリア献金に対する理解を求め西日本
　区全体として推進する。
8. 自然環境に関係するテーマの例会、イベントをこの
　1 年に一度取り組もう。
9. 前期より国際協会で取り組まれているＳＴＥＰ ＦＯＲ Ａ
　ＬＬに出来るだけ多くのメンバーに参加呼びかけをする。
　（９月より公募）
　以上のような事業方針、計画で進めていきたいと思い
ます。事業計画８. におきましては私たちを取り巻く様々な
環境に対しての取り組み。たとえば地元の川の源流の状
態を考える例会。水力発電所見学会例会。林野庁など
の関係の方をゲストに迎える例会など各クラブまたは部
全体での独自性を持った取り組みを考えていただければ
と思っています。また地域奉仕・環境事業の献金につい
ても皆様の温かいご協力をお願いいたします。
第 19 回西日本区大会における表彰基準
1.CS 献金 :クラブベスト10（1 人あたり平均）、
　個人ベスト10
2.TOF 献金 :クラブベスト10（1 人あたり平均）
3.FF 献金 :クラブベスト10（1 人あたり平均）、
　個人ベスト10
4.ロールバックマラリア献金 :クラブベスト10（1 人あたり
　平均）
5. 地域奉仕・環境事業に特に貢献したクラブ
6. 自然環境例会・イベント特別賞
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Y’S　MEN’S　WINDOWS
100(→2022) ワールドへようこそ！

EMC 事業主任　小野　勅紘
（西宮） 　　　

ロールバックマラリア（ＲＢＭ）について
　今期も引き続きワイズメンズクラブ国際協会はマラリア
対策としてロールバックマラリア運動 RBM に国連 NGO
として参加しています。世界ではいまだマラリアにより多く
の尊い生命が奪われています。運動の内容としましては、
皆様から頂いた貴重な寄付金は防虫蚊帳を含むマラリ
ア対策パッケージを購入するための資金とさせていただ
きます。この運動は我が協会も含め国連・ユニセフ・国際
赤十字・WHOなどが運動に参加しています。この運動に
より世界の衛生環境に大きく貢献しています。マラリアは、
マラリア原虫に感染したハマダラカという種類の蚊に刺さ
れることで感染する病気です。分布を見ると、赤道付近
の国々では広範に蔓延していて、感染のリスクが多くの
国に及びます。マラリアは、世界の子どもたちの命を奪う3
大疾病のひとつとされています。マラリアに感染し、命を奪
われる人の数は年間 66 万人。マラリア予防には殺虫剤
処理をほどこした蚊帳の使用が不可欠であるとユニセフ
は発表しています。 ワイズメンズクラブ国際協会を含む多
くのパートナー団体は各国政府に、長期間使用できる殺
虫剤処理をほどこした蚊帳（ITNs）を無料で配布するこ
とを推奨し、支援しています。2 人に 1 帳の割合で蚊帳
が使えれば、マラリアによる子どもの死亡は 20％削減でき
るとされます。この取り組みに関し遠藤理事を先頭に西日
本区全体で取り組みたく思います。ぜひ皆様のご協力を
お願いいたします。　

１．ご挨拶
　この度２０１５-１６年度西日本区ＥＭＣ事業主任のお
役目を担当させていただくことになりました六甲部西宮ク
ラブの小野勅紘です。１年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
２．主題
＊年度主題
　「クラブの意識高揚（Ｃ）を図り、楽しく充実した例会に
仲間を招きましょう。そしてクラブの特性に合った増員計
画（Ｍ１）と、ドロップ阻止（Ｍ２）に工夫を図りましょう。」　

“一人が一人を連れてくるワイズ”　「５５名の増員」＋「２

クラブチャーター」
＊長期主題
「２０２２年のワイズ１００周年に向けて計画的な増員を
図りましょう。」 「４４１名の増員」＋「１７クラブチャーター」
▼Ｍ１（増員）−Ｍ２（ドロップ）＝Ｍ３（純増員）
　新しい仲間を増やす一方、ドロップを阻止しよう。
　魅力的な例会と入会動機・退会動機がヒントです。
▽１００クラブ＋２０２２名
　ワイズメンズクラブは、２０２２年に１００周年を迎えます。
この７年間で、現在の８３クラブ、１６００名を、１００クラブ
＋２０２２名まで増員したい。１００年間にワイズメンズクラ
ブはＹＭＣＡと共に、時代に先駆けて多くの事業を展開
してきました。記念する２０２２年には１００年の窓を開け
放ち、その窓から２０２２人が顔（事業）を出して社会に
アピールする絶好の機会です。その数字に一番近いの
が西日本区でしょう。この度、Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＷＩＮＤＯＷＳ 
１００（→２０２２）キャンペーンと名付ることにいたしました。
３．我らのモットー
　ワイズメンズクラブに入会して、最初に目にすることは
我らのモットー「義務はすべての権利に伴う」ではないで
しょうか。全てのワイズメンは、間違いなく一人以上のス
ポンサーに連れてきていただきクラブに入会した事実を
持っています。この事実により、ワイズの活動に参加出来
るという権利（特典）を得たのです。それなら全てのワイ
ズメンは、後継となる自分の仲間を連れてくるという義務
を負っていると私は認識しています。
　では私たちは何故入会したのでしょうか？私たちは重
複する予定に対して行動する場合、自分にとっての「メリッ
ト（特典）」の有無で判断することが多いでしょう。例え
ば大学に入学出来れば授業を受け学士号を得るという
権利（特典）、就職出来れば生活の糧となる給料を得る
という権利（特典）を得ます。
　しかし、ワイズではこういったメリットへの価値観や満
足感は個々に違っていますから、自分で築いてくことにな
り、しかも「受けるメリット（愛）」よりも「働きかけるメリット（愛）」
が優先することになります。その根底には「ＹＭＣＡ理解」
が必要なのです。この点がワイズメンズクラブが他の組
織と違う点であり、大きな特色でもあるでしょう。（入会式
の式文に表現されています）
４．ダルマス前国際書記長の退任挨拶
　今から５年前の２０１０年に横浜で開催された「第６９
回国際大会」の席上、１０年間務められたダルマス前国
際書記長が次のような退任のご挨拶をされ、後任の西
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村隆夫現国際書記長に引き継がれました。「一人が一
人を連れてくればメンバーは倍になる。」と。たしかにその
通りです。しかし、現在メンバーが一進一退で、なかなか
増えないのは増員と同数（以上）のドロップがあるからで
す。
５．何故入会したのか、何故退会したのか？
　今まで、私たちは何故入会したのか、何故退会したの
かといった理由（動機）を語ることは少なかったと思いま
す。また追求もしませんでしたし、「去る者は追わず」とか、

「まあ、いいじゃないの」とか、「奥床しい」と感じていた
のかもしれません。しかし、それは即ち何故増えたのか、
何故減ったのか分からないままで今に至っている事実で
もあるのです。「どうやら・・・らしい」と誰にも言いたくないこ
ともあるでしょう。しかし、真の動機を知ることで、その歯
止めを講ずることが出来ます。また、成功体験は水平展
開して、同じ効果を得ることも出来ます。今のままで「・・・ら
しい」で終わっていてはワイズは永遠に生まれ変われな
いでしょう。良い手法は普及させ、退会動機は傾向を明
らかにし、歯止め対策が出来ます。（個人を攻撃するこ
とではない）
　２０１３−１４年度に私が六甲部ＥＭＣ主査時に実施し
た意識アンケートでは、退会動機としては、「①多忙」、「②
死亡」、「③活動意欲の減退・クラブ内のトラブル」、「④
高齢・健康上の理由」、「⑤転勤・移転（失業・廃業等を
含む）」、「⑥介護」などの順でした。①の「多忙」や④の

「健康上の理由」は便利な言葉で「真の理由」は別に
あるのかも知れません。（数字上では「連絡主事の異動
交代」がトップ）　
　対策として、この場合「多忙」に対抗するのは「優先度

（Ｐriority）」（私は「ビタミンＰ」と呼んでいます）、「高齢・
健康上の理由」に対抗するのは「若返り（＋健康）」です。
多忙でもワイズの優先度が高かければ、その順位は入
れ替わるのです。（メイクアップ制度はそのためにあります。
欠席してもメイクアップがある限り「ビタミンＰ」は効いてい
ます）　そのためにも「優先度の高い例会」「魅力的な
例会」が望まれる所以です。
　「８０対２０の法則（パレートの法則）」というものがあり
ます。「組織の中では２０％の部分が残り８０％の部分に
影響を与えている」という統計法則です。以前調査した
意識アンケートでは、メンバーをスポンサーした経験のあ
る方は全体の３０％にも満たなかったことを覚えていま
す。この２０％を３０％に、４０％に上げることにより成果は
上がるのです。ここに「一人が一人を連れてくるワイズ」

の真価が見えてきます。
６．満足感を得ていますか？、何が必要でしょうか？
　２０１２−１３年度西日本区理事を務められ、志し半ば
で帰天された故成瀬晃三前理事（名古屋）は満足度を
高める活動をスローガンに掲げ、その検証を常にされて
いました。ノルウェーのスタバンゲルでの第７０回国際大
会で、奇しくも成瀬さんと同室になり、熱く語っておられた
のを今も鮮明に覚えています。主な退会に「満足感」が
影響しているかも知れません。
　では、この満足感とは一体何でしょうか。満足感は一
律に語ることは難しいでしょう。個々の期待感が違うから
で、入会時の期待感の裏返しでもあるでしょう。
　以前から仕事関係で存知あげていた方がワイズに入
会されたのに、２年で退会されてしまいました。お聞きする
と「ワイズに入ったら仕事が増えると聞いていたのに、少
しも仕事は増えなかった」とのこと。満足感を味あわずに
退会してしまうのはまことに惜しいことです。
７．ビギナーズ・ブルー（入会時の悩み）―居場所とは
　私は入会して１～２年間は分からないことや不安ばか
りでした。「小野さん、ブリテンお願いします」と言われて「英
国がどうしたの？」と聞いて失笑をかったこともありました。
入会間もない内は孤独感に苛まれて、何を言っているの
か分からない言葉が多いようです。「場違いで、えらいと
ころに入ってしまった。家は仏教なのに・・」と後悔してい
るのかもしれません。少しの気遣いで「ブリテンとは会報
のことですよ。わからないことがあれば何でも言ってね」と
いうお声掛けがその方を救うでしょう。入会時のオリエン
テーションや、新しい方への声掛けをする気遣いを持ち
たいものです。「石の上にも３年」というように、少なくとも３
年位は馴染む時間が必要でしょう。皆が手分けして役
割を分担することも居場所作りですし「おもてなし」に繋
がります。
８．終りにあたり
　このように私たちはワイズメンズクラブという共通の居
場所に集い、共通の目的や目標のもとに活動しています。
同じ満足感を仲間にも分けてあげましょう。あなたが連れ
てきてもらったように仲間を連れてきて、そして満足感を
共に味あおうではありませんか。
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交流はワイズの醍醐味。
ファンドはユースの育成

交流事業主任　中井　信一
　　　　　　　　　　　 （奈良）　　　

　こんにちは！！　遠藤通寛理事より国際・交流事業主任
のお話をお伺いした際から、再度自分自身の取り柄は何
かと考えました。一つは交流が大好き（特にノミニケーショ
ン）で、人とお話するのが大好きです。二つ目はワイズメン
ズクラブを通じ、リーダーの皆様とご一緒に東北復興支
援、チャリティーラン、ジョイフルクリスマスでの合同劇等の
活動にて、ユース・リーダーの応援団の１人と考えています。
皆様とご一緒に、熱く１年間を、先ずは自分から楽しく活
動して参ります。
１．事業主題は、自分自身が先ず出来る事として、シンプル
に分かり易く『交流はワイズの醍醐味。ファンドはユースの
育成』と掲げました。
２．ご一緒に活動する内容と致しました、大きく３点をお伝
え致します。
①IBC/DBC: 遠藤理事の夢を一つでも叶えましょう。ロー
スターに空欄の有るクラブを一つでも減らしたいと言う夢
です。
　我々は、グローバルに活動するクラブです。様々な文化、
言葉の違いは有りますが、同じ志を持った仲間が世界中
に散らばっています。ご興味が有れば、遠藤理事と中井
がお手伝い致します。遠慮無くお声掛け下さい。京都で
開催されますアジア大会でも、実行委員長、実行委員の
皆様のお計らいで、お見合いボードも作成して頂く事にな
りました。こちらもワクワクする企画です。又、西日本区内
の DBC だけでは無く、東日本区のクラブとの交流も楽し
みです。こちらもご希望が有れば、遠慮無くお声を掛けて
下さい。
②５年目を迎えました東日本復興支援を、メネット事業と協
働で行いましょう。我々は、被災された方々や YMCA の
皆様から、『忘れない。寄り添う。』と言う事を学びました。
盛岡クラブ、仙台クラブ、仙台青葉城クラブ、仙台広瀬川
クラブの仲間達との交流を通じ、息の長い復興支援をご
一緒に行いましょう。
③ファンド事業にも多大のご支援を賜っています。次世代
のユース育成が我 ワ々イズの楽しみの一つでも有ります。
一方、国際に関するファンドでは、献金する通貨の変更も
有りました。ご迷惑もお掛けし、ご不明な点も有るかと考え

ます。皆様からの貴重な献金です。ご不明な点等有れば、
遠慮無くお問い合わせ下さい。
　チーム遠藤の一員として、この１年間に皆様の部会、
周年記念例会、クラブ合同例会等にお邪魔致します。各
部長様、各主査様の少しでもお役に立てます様に努めて
参ります。ご一緒に熱く、楽しく活動して参りましょう！！

メンと共に
メネットはワイズの応援団

メネット事業主任　遠藤　典子
（大阪泉北）　

　今年度メネット事業主任というお役目を頂きました。メン
の皆様とご一緒に活動できますようにメンの皆様方に少し
でも多くのメネットを例会、各行事に参加するように呼びか
けていただきたいと思います。
　また、メネットの皆様も他のメネットの皆様に声掛けをし
ていただきまして、楽しく明るい例会づくりに協力してまいり
ましょう。是非、参加を呼びかけてください。
今年度の事業計画
１）国内プロジェクト
①「東日本大震災を振り返り、そして今後メンと共にできる
ことを一緒に考えましょう！」
　震災以後、各クラブに於いて様々なご支援や活動が
ございましたし、また北東部の各クラブの皆様や仙台
YMCA、盛岡 YMCA 方々にも大変お世話になりました。
各クラブの活動や北東部の各クラブ、各 YMCA のお働
きを知ることにより、今後メネットとしてどのように寄り添うこ
とができるかメンの皆様と共に考える機会を設けて頂きた
いと思います。
② 実施内容
　各部でメネット合同例会、メネットの集い等を企画してい
ただき、これまでの被災地支援、被災地訪問、リーダー派
遣の模様、また、これからの活動予定などの報告会を実
施していただきたい。
③国内プロジェクトの献金先
　国内プロジェクトの献金については、東日本区北東部
仙台 3クラブともりおかクラブの「被災地支援活動」及び

「被災地訪問交流会プログラム」にささげます。
④西日本区メネット報「NOTES&NEWS」の発行：年３回
予定
⑤メネット強化月間（９月）において、各クラブでメネット例会
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部 長 メ ッ セ ー ジ

３年先を見つめて
次の一歩を考えよう

中部部長　荒川　恭次
　　　　　　　　　（名古屋グランパス）

１．部長主題
「踏み出そう　次の一歩のための今の一歩を」
２．活動方針
(1)クラブの歴史を振り返り、３年先のクラブの姿を計画
しよう。そしてその一歩を踏み出そう
(2) ひとり一人が各事業活動を理解し、自分を動機づけ
よう
(3) そしてＥＭＣ活動を真剣に取り組もう
(4) なんたってワイズライフを楽しもう。国際大会・アジア地
域大会に参加しよう

「現実を受け止めよう」
　中部には１９４７年７月設立の金沢クラブと同年８月設
立の名古屋クラブという共に大阪クラブを親に持つワイ
ズ中部の起点となる２クラブがあります。　　
　日本海側（金沢市）と太平洋側（名古屋市）から日本
のお腹を両側から挟むような位置関係にあり、時間の流
れと共に、そこを母・祖母とした９クラブが生まれて、現在
は６クラブが石川県、愛知県、三重県に点在しています。
最盛期には２００名を超えるワイズメンが在籍していたと
記憶しますが、最新の半年報を集計すると、９９名という
数字となりました。二桁突入です。私がワイズ入会後これ
までに記憶するだけでも３クラブが消滅しています。
　この現実をしっかりと受け止めることからこの一年が
始まりました。さあ一年後はどう変化していることでしょう。
そしてその先は・・・・・

「踏み出した一歩」
　各クラブの活動は着実に地道に執り行われていると
思います。そこにワイズ外のゲストは参加されているでしょ
うか。魅力ある人を引き付ける卓話・プログラムはワイズ
のみならず一般の人々にも魅力です。クラブの門戸を開

けてお迎えください。
魅力を伝えるそのための広報は工夫が必要です。ブリ
テンのみならず、Facebook、口伝え、mail 等 ツ々ールは
色々あります。まずは一歩踏み出して、みなさんに情報を
伝えてください。
　魅力あるクラブには人が集まります。自分の求める何
かがあるからです。そこには交流が生まれ学習があり、
自己研鑚によるレベルアップの喜びが待っています。そし
て友人が増えます。
これからの理想のワイズメンズクラブを想定すると、年代
を超えた厚い交流は、若年層には熟年層の豊富な経
験知識を吸収して人生のグレードアップを与え、熟年層
には積み重ねた経験知識を若年メンバーに語り我人生
を振返ることができる。日常の活動を通じて相互学習を
行い、相互進化を図る。という理想が見えてきます。理想
をビジョンにして、そこに向かうには何が課題なのか、どう
進めばいいのか考えましょう。まずは３年先を見つめましょ
う。
「部長活動計画」
部長の職務は、西日本区各地のクラブ、東日本区、アジ
ア・国際の情報を西日本区を通じて中部各クラブに配信
するパイプ役と考えます。クラブ訪問の際にはそうした最
新情報をお届けし、クラブ活性化のお役に立てていただ
きたいと考えます。
また、クラブ間の橋渡し役にもなり交流の活性化を図りた

を企画していただきたい。
２）国際プロジェクト（前年と同じ）
①ブラジル・サンパウロ：プロジェクトを通しての技術支援

②インド・ケララ州：未亡人と貧しい女性のためのワイズメン
農業復興プロジェクト
③ ID（国際メネットディレクター）活動支援

大西直前部長より中部部旗を引き継ぐ
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止めてくれるな　
びわこ部はどこへ

びわこ部部長　坂井　繁
　　　　　　　　　　　（近江八幡） 　

　滋賀県の中心に位置するのが「琵琶湖」です。「マザー
レイク」とか「近畿の水瓶」とか琵琶湖は滋賀県におい
て最も象徴たるものです。近年知事も県の名称変更を
検討している模様です。この「琵琶湖」は世界有数の
古代湖であり約４００万年前に三重県大山田村の「大
山田湖」として誕生して阿山湖、甲賀湖、堅田湖となり
将来は三方五湖から日本海に出てしまうと聞いておりま
す。
　さて「びわこ部」も１９９６年京滋部から誕生して早２０
期目となります。私が所属する近江八幡クラブからは、四
順目となる部長を拝命することになり大変身の引き締ま
る思いです。この間びわこ部としては２００名に迫る１９３
名まで会員数となった時期もありましたが、先期の６月末
には大津クラブ解散と大変残念な事となりました。
　アベノミクスの影響で中央においては経済状況の好

いと考えます。そして、部長通信を発行し、中部ホームペー
ジを活用して情報発信し、私たち（中部各クラブ）の活
動を広報します。Facebookもツールとして利用します。
３．活動計画
ＹＭＣＡサービス・ユース事業
　ＹＹフォーラムの継続実施
　YMCA 事業への積極的な協働参加
地域奉仕・環境事業
　献金の意義を理解し目標の達成
　東日本大震災復興支援の継続
ＥＭＣ事業
　ＥＭＣ２００チームの継続活動
　各クラブの魅力ある例会とプログラムの充実
　プラスワン例会の開催（ゲストの多数参加）
国際・交流事業
　ＩＢＣ・ＤＢＣ交流の充実と新たな締結
　ＦＢなどＷＥＢを活用した他地域クラブの活動応援
　メーキャップ活用で隣人（他地域クラブ）を知ろう
　アジア大会・区大会・部会を通じて交流を拡大
メネット事業
　メネットアワーの開催
　メネットプロジェクトの推進

転の兆しと言われておりますが、地方においては実感と
しては感じられません。奉仕活動も経済状況に左右され
ますが、奉仕活動をより活発化して経済状況の好転の
起爆剤になる事を願って止みません。奉仕のエネルギー
源となる「新睦」をより深めるべき交流をアグレッシブにし、
会員それぞれが自己研鑽して、クラブの活性化ひいて
はびわこ部の発展へとおこがましくも旗振り役を担いた
いと考えております。
　部長主題として「びわこ部の畔にワイズライフを楽しも
う」と致しました。びわこ部としては今期から６つのクラブ
となりましたが、「びわこ部」は一つを具現化して、これま
での統一事業である滋賀ＹＭＣＡ教育キャンプ場の「風
の谷ワークキャンプ」を始めとしていくつか行っております
が今期は次の事業を新たに展開致します。
１．びわこ部合同新年例会の実施
２．びわこ部合同ワイズデーの実施
３．滋賀ＹＭＣＡチャリティランの実施
　１９９１年京滋部会において近江八幡クラブの大先
輩である山田　真ワイズが「Ｙ，ｓびわ湖ネックレス構想
に向けて」と題して発表され見事グランプリのビジョンカッ
プを獲得されてから四半世紀となります。その間歴代の
びわこ部長はこのびわ湖ネックレス構想の実現化に努
めてまいりました。YMCA の活動を支援し、他の団体・
他のクラブと交わりながら、健全なる新睦交流を深め、び
わこ部各クラブの活動の共有化を図りびわこ部の全体
エネルギーを沸き立たせ「びわ湖ネックレス構想」の実
現へと願っておりますので、この一年間ご支援宜しくお
願い致します。

いつも喜んでいなさい
（Be  joyful  always）

京都部部長　高田　俊尚　
（京都）　　　　

　この主題は聖書からとりました。使徒パウロが、ギリ
シャのテサロニケにいる人たちにあてた手紙の一節で
す。今はテッサロニキという名前で地図にでてきます。
ギリシャ第２の都市でエーゲ海に面しています。
　私たちは、いつも喜んでいるわけではありませんね。
いや、それどころか仕事や生活は苦しいことでいっぱ
いです。ではワイズの活動はどうでしょうか。楽しい所に
人は集まってくるといいます。人と話せる、クラブでいろ
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いろなことを任される、一人ではできない奉仕活動がで
きる……そんなことは楽しいはずです。楽しい、この楽
しさはにぎやかな音楽が流れ、心がうきうきしてくるよ
うです。その楽しさが心の中から愉しいと思える。自分
の中でしっかりした信念が確立する、それがワイズダム
というものかもしれません。そして、その愉しさを他者
に伝えていきたい。そのためには、自分が喜びに満たさ
れている必要があるのではないでしょうか。みなさん、
ワイズのなかで喜んでいますか。
　きっとパウロも心のなかの喜びに満たされ、それを
伝えたくイスラエルから遠くテサロニケやローマに旅を
したに違いありません。でもそのめざした地では、古く
から信じられている神さまが何人もいて、１人の神を信
じると言うことは、命の危険と隣り合わせでした。
　時代は違いますが、パウロのこの言葉に励まされて
ワイズ活動を推進したいものです。
　話は変わりますが、区役員というのは初めてです。先
日、次期会長研修会で欠席者分の冊子の費用２千円
を支払いました。１冊です。もし、これが手作りなら登
録費がもう少し安くなるのですね。区役員会も１泊２日
です。親睦はともかく、こんなに時間が必要なのでしょ
うか。そして記念写真。交通機関が未発達の時代のな
ごりをひきずった旧態依然なところが多 あ々るように思
います。京都部のメンバーは西日本区のおおよそ３分の
１です。このメンバーの意思が区に反映されているのか、
また費用も応分に使われているのか、京都部の代表と
して見届けておきたいと思っています。

部長主題：「ともに歩もう。前へ！！」
“ Let’s go together，ＧＯ ＧＯ！！”　
副題　「阪和部は一つ」　　
　阪和部部長の役務に就くのだなとの意識を持ったの
は、2013 年 10 月19 日 ( 土 ) に開催された「第 25 期阪
和部第 2 回評議会」において次期における次期部長と
して紹介されたのが最初であった。しかしその時はま
だまだ先のこととしてしか受け止めていなかったので
ある。それからあっという間に 1 年半が過ぎて阪和部

「阪和部は一つ」
を合言葉に

阪和部部長　林　佑幸
　　　　　　　　　　　（奈良） 

長としての 1 年が始まると思いますと、その責任の重さ
に身が引き締まる感があります。
　私は、2015 ～ 2016 年期を活動するにあたりまし
て部長主題を「ともに歩もう。前へ！！」“ Let’s go 
together，ＧＯ ＧＯ！！”といたしました。この主題には
高潔な理念や深い意味を含んでいる訳ではございませ
ん。頭の「とも」は漢字では　共、友、朋、伴、供、があ
ります、個々の字が持つ意味は相違しますが、それぞ
れが「常に親しくし交わる仲間」、「志を同じくする人」
という意味を包含しており、その精神を戴きまして“常
に親しくし、志を同じくするする者が一緒に力を合わせ
前に向かって行こう！！」との思いを込めて主題といた
しました。もちろん、ワイズ的にはワイズ、YMCA、そし
てユースの三者が一体となって支え合い、助け合い、目
的達成に向って進んでいくことであります。また、副題
を「阪和部は一つ」といたしました、阪和部は大阪、和
歌山、奈良の三府県 8 クラブで構成いたしております。
阪和部は「阪和クラブ」と称されるように 8 クラブが仲
良く部行事に取り組んでいく姿勢が伝統的に培われて
きました。私は、次に掲げます活動方針・計画の円滑な
推進の力とするために“阪和部は一つ”を合言葉とし
阪和部 8 クラブ間の交流をより一層深め「明るく 元気
で 活き活き」とした阪和部になるような活動が出来る
よう頑張って参りたいと考えております。皆様どうかよろ
しくお願い致します。
◎活動方針
・「阪和部は一つ」をモットーとし、つながりをより一層
深いものとするためクラブ間交流及びメンバーの他クラ
ブ訪問を積極的に推進する。
・ワイズの基本である「出席第一・親睦・協力奉仕」を
機会ある毎に呼びかけ原点復帰を促し活力あるワイズ
活動を喚起する。
◎活動計画
・ＹＭＣＡへの支援とユースリーダへのサポートを継続
して取り組む。
・西日本区理事・主任の方針踏まえたうえで、阪和部で
の取り組みを深める。
・各クラブの特性を活かした活動の支援。
・ＹＭＣＡ（大阪Ｙ、和歌山Ｙ、奈良Ｙ）とのさらなるパー
トナーシップの確立と協働。
・東日本大震災の復興支援活動を推進する。
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次世代を担う子ども達に
「森

も り
林」を贈りませんか！

中西部部長　奥田　時夫
（大阪土佐堀）　

１、部長主題　和を以て貴しとなす
２、活動方針
　私に中西部部長という大舞台を与えて頂きましたこ
とは大きな喜びであり、ワイズメン各位にお礼申し上げ
ます。
　中西部では今年度、環境問題に取り組みをします。
自然保護・環境教育を活動のテーマとし「ワイズの森づ
くり」を展開します。他の部や他クラブと中西部の各ク
ラブの連携を緊密にすることによって、楽しいワイズダ
ムをおくる。また、次世代を担う青少年の健全な育成を
目的とするＹＭＣA 活動を支援し、「地球環境問題」
に取り組み「人との豊なつながり」「奉仕の喜び」「生
きる幸せ」を共有しながら、活発な奉仕活動を展開し
ます。今期は中西部一丸となって地球環境問題に取り
組み、息の長い活動を展開するとともに、次世代へ良好
な地球環境を引き継いでもらうため、努力したいと考え
ています。
３、活動計画
①ＹＭＣＡサービス・ユース事業ＹＹフォーラムを実施、
ＹＭＣＡ活動（事業）への積極的参加を実施。
②地域奉仕・環境事業
　植林事業（ワイズの森づくり）の実施、各種献金目標
達成のために各クラブへの献金プロセスの要請、東日
本大震災復興支援。
③ＥＭＣ事業
　各クラブ純粋１名のメンバー増員（中西部９名の増員
１０年１００名増員）、中西部　若手の会（わかってん
の会）の発展、エクステンション（新クラブの設置を目
標とする）、各クラブの例会の充実・出席率向上。
④国際・交流事業
　区大会・部会・クラブ例会を通して交流を最大限に
行う、ＩＢＣ・ＤＢＣの締結・交流、ＢＦファンド・ＦＦファ
ンドの積極的募金活動。　
⑤メネット事業
　メネットアワーの開催、メネットプロジェクト・東日本
大震災復興支援
４、中西部活動計画

　中西部では、ＹＭＣＡやワイズメンの共通点である自
然保護・環境教育問題を活動のテーマとしており、今回
大阪府高槻市原にある神峰山寺付近の山中にて「ワイ
ズの森づくり・ウナギの森」を計画しました。
　山と川と海は一帯です。山の腐葉土の中の栄養分
（鉄分、ミネラル）が川から海に流れ魚の栄養分になり
ます。かつて淀川にはウナギはたくさんいましたが、い
まや絶滅危惧種になっています。淀川にウナギが一層
繁殖できるように大阪府版「森は海の恋人」運動として
「ウナギの森」が開催されています。主催者の（社）大
阪府木材連合会へ共催を申し入れたところ快諾を得る
ことができ「ワイズの森づくり・ウナギの森」を展開いた
します。
　高槻市原・神峯山寺地内の森、ナラ枯れ地跡にワイ
ズメンや府民、市民の皆さんとサクラやカエデなどを植
栽します。部を越え、クラブを越え植林にご参加くださ
い。2016 年 5 月初旬、大阪府高槻市のお山でお待ちし
ています。
５、マンスリーレター
　ページトップには部長メッセージの他、7月～11 月ま
で各事業主査のヘッドラインメッセージを掲載し、事業
のアピールをします。

『YMCAと共に』　
次世代を育み、地域に仕える

六甲部部長　進藤　啓介
（神戸）　　　　

　新年度が始まりました。この一年どんな年になるの
か考えてみると、部長という立場では不安のほうが先に
立ちます。ただ、クラブあっての「部」という事を忘れず、
いうなれば、各クラブ間の「ビタミン剤」としての立場で
活動出来ればいいと思ってます。
　その中で、私の思いも伝えたいと思っています。それ
が今年の　主題の言葉です。今年は、神戸 YMCA に
とっては、総主事が若返った 1年目で有り、会館建て替
えが始まった、1 年目です。ある意味、若いメンバーでの
大きなスタートの年です。もうひとつ、意識したい事は、
日本 YMCA 同盟の中期計画 2 年目にあたります。そ
のテーマの一つが「YMCAのリブランディング」であり、
「ユースエンパワーメント」であると思います。この二つ
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の事を踏まえつつ　この1年を過ごしたいと思います。
神戸 YMCA の 新しいスタートと、云う意 味では
YMCAとワイズがさらに近づき腹蔵なく話が出来る環
境が整備される事が必要だと思います。未来に向かっ
て神戸 YMCA が進む方向性を語り合う環境を、時間
をかけて作っていきたいものだと思っています。
　「YMCAのリブランディング」に関しては、世界で今
YMCA の置かれている状況を再確認して、YMCA が
どの方向に進んでいけばいいのか考えます。YMCA 活
動の足下をもう一度見直そうという事だと思います。そ
のスタートにします。とは云うものの、年内の具体的な
プログラムを整理してみますと……
１）六甲部評議会の開催（７・２５）
　今年度の、各クラブの方向性、計画の披露、検討、
六甲部の基本計画の確認各メンバーの、思いを　考え
を出していただき、未来に向かった六甲部の考えをユッ
クリ作っていければと思います。と、同時に「EMC 研
修会」を開催し、会員増強について考え　各クラブのノ
ウハウの交換をします。例年の事ですが、３部として　
メンもメネットもできるだけ沢山のワイズが集まり「納涼
例会」で懇親を深めたいと思います。
２）六甲部会（９・５）
　今年のテーマは　同盟・中期計画の「YMCA　リブ
ランディング」にしようと思っています。８つのクラブが
集まって、今 YMCA が抱える大きな課題を勉強し、認
識し、YMCAと同じくワイズの問題としてとらえ、今後
の我々の活動のヒントにしたいと思います。
３）ローンボール大会（８・８）
　国際交流主催　クラブ対抗親睦会です。
４）部長訪問
　各クラブに伺い、交流を図ります。
　YMCAとの関わりの中での活動としては
１）京都のアジアユースコンボケーションに７人のユース
を派遣できました（7 月 29 日～ 8 月 2 日）出来るだけ
早い時期に、若人を世界の空気に触れさせてやりたい
と思います。
２）神戸 YMCAチャリティラン（11 月 3 日）
　例年の事ですが、例年に増して各クラブのランへの
参加、ユースとの交流を深めたいものです。
３）余島パートナーズキャンプへの支援（7 月 25 日～ 7
月 30 日）福島の子供たちの保養キャンプとして、是非
ワイズとして支援したいと思います。
４）YMCA バザー

瀬戸山陰部
前期活動報告

瀬戸山陰部部長　岩崎圭三郎
 （姫路）　

主題
繋がりを大切に　ワイズへ　ＹＭＣＡへ　地域社会へ
　阪神淡路大震災から今年で２０年、様 な々社会情勢
の変化のなかボランティアのあり方が変化してきました。
私たちがワイズ・ＹＭＣＡで培った経験を職場に伝播す
ることで、将来のEMC につながります。「できることを少
し無理して行動する」そんなことからはじめよう
活動計画
ＹＭＣＡサービス・ユース事業
　ＹＹＹフォーラムの開催　ＹＭＣＡとの連携
地域奉仕・環境事業
　地域に根ざした活動の更なる継続
　ロールバックマラリア献金の推進・啓発
　地域奉仕・環境事業の開催　
ＥＭＣ事業　　　　　　　　　　　　　
　既成概念にとらわれない例会企画による会員増強
国際・交流事業
　ＩＢＣ・ＤＢＣによる交流推進
　国際大会・エリア大会・東日本区大会・各部会・合同
　例会等出席による交流推進
メネット事業　　　　　　　　　　　　
　国内プロジェクト東日本大震災復興支援
事業計画
2015 年７月18 日（土）第１回評議会・瀬戸山陰部 EMC

　各ブランチでそれぞれの地域のバザーを応援しま
す。
５）YY フォーラム
　まだ詳細は決まっていませんが、今年は例年 1 月開
催を 2 月開催にして、出来るだけ沢山のユースが参加
できるようにします。又、命題はやはり「YMCA　リブ
ランディング」にしようと思います。今後のYMCAの在
り方、また、ユースの関わり方…等　新鮮さを踏まえて
考えるのもいいものだと思います。
　年内、上記のプログラムで進んでまいりますが、一つ
一つ丁寧に進めていきたいものです。
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　シンポジューム　於　県立姫路労働会館
９月１７日（土）瀬戸山陰部メネットアワー
　イーグレひめじ　第 1、2 会議室　
10月３日( 土 )YYYフォーラム
　姫路 YMCA 太子キャンプ場
10月31日（土）瀬戸山陰部部会　カトリック姫路教会
2016 年 3月　第２回評議会　地域奉仕環境フォーラム
部長訪問　
8月12日（水）
鳥取クラブ・米
子クラブ合同
例会（米子）
8月22日（土）
姫路グローバ
ルクラブ
9月15日（火）岡山クラブ　
　西日本区大会で早川直前部長より瀬戸山陰部部長の
バッチを引き継ぎました。今後は入会当初の初心の気持
ちを忘れずに、責任をもった行動を取れるよう努めたい
と思います。今後ともよろしくお願いします。

１年間部長

西中国部部長　渡邊　悦司
（呉）　　　

　平成 27 年 6月13 日西日本区大会が開催され、西中
国部の部長報告を森重雅伸西中国部部長が発表されま
した。会場で私は聞きいっていましたが果たして 1年後
に何を報告しているのだろうかと不安な気持ちになりま
した。部長引継ぎ式で森重部長から部長バッチをつけて
もらうと身が引き締まります。いよいよ始まりますが１年
間は短いです。
　さて西中国部のスタートはメンバー数が前期より3 名

減の 74 名となりました。旧西部が３分割して西中国部が
スタートした時のメンバー数は 120 名以上と聞いていま
すが、メンバーの高齢化とクラブの沈滞化傾向がこの流
れを止めることを難しくしているのではないかと思ってい
ます。日本は少子高齢化という歴史の中にいますので、メ
ンバーが高齢化していくことはやむおえないことなので
しょう。だからこそしっかりした元気なクラブであり続け
てほしいと思っています。問題は沈滞化です。今の西中
国部をみると頑張っているクラブが少数で、その中でも
活躍しているメンバーも少数であると感じています。たと
えば西日本区大会、周年例会、部会等自クラブ以外との
交流の場に参加しているメンバーはいつも同じです。や
はり交流の場に様々のメンバーが出てこないと、そのクラ
ブは停滞をしているのではないかと思ってしまいます。ワ
イズの良さ、楽しさのひとつが交流です。他クラブのメン
バーと色 な々つながりを大切にして交流していくことがワ
イズライフを楽しんでゆけるのではないでしょうか。是非
交流の場に出かけて行き短い時間を楽しんでもらえたら
と思います。時間を作ってください。ひとりではなく同じク
ラブのメンバーに声をかけて是非連れ出してください。ま
た新しい出会いがあると思います。それがクラブの活性
化につながっていくと思います。短い時間ですが「やるべ
きこと」「やれること」をしっかりと進めてゆければと思っ
ています。
　来年の部長報告で楽しい報告ができるように１年間
頑張りたいと思っています。西中国部の皆さんご協力を
よろしくお願いいたします。

ワイズスピリットを
全力で広げよう

九州部部長　五嶋　義行
　　　　　　　　　 　　　（阿蘇）

部長主題　　九州から輝くワイズダム
　ボランティアとは、自主的・自発的に社会的活動に参
加する人のことです。そしてボランティア活動は、「ほっ
とけない」「我慢できない」という、自分の内部に沸き
起こる強烈な欲求によって突き動かされた行動なので
す。人から「やらされている」「頼まれたからやる」と思
うようでは、決してボランティアとは言えません。ワイズ
スピリットも同様です。
（ワイズスピリットとは）火山のボルケーノのボルと同じ
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で、中から噴き出してきて自分では止められないという、
そういう気持ちです。阿蘇の火山のような熱き想いで、
九州全域に広くワイズスピリットを広げていく。また、こ
れまで九州部の部長の想いに学ぶと共に、今期は阿蘇
独自のプログラムを展開し、YMCAとワイズメンズクラ
ブの協働による将来を見据えた活動を行います。
事業活動計画
ＹＭＣＡサービス・ユース事業
・Y サ力アップするようなYYY フォーラムの実施。
・ユースとの交流を通して、理解・支援の質の充実を図
る。
地域奉仕・環境事業
・地域と手と手を繋ぎ合わせ大きな繋がりを通して、地
域奉仕、環境保護。
・CS 資金・FF 献金・TOF 資金について理解と協力。
ＥＭＣ事業
・クラブの活性化、メンバー同士の繋がりでノンドロッ
プを目指す。
・会員増強・青年会員の獲得、各クラブの EMC 活動

の情報共有を推進する。
国際・交流事業
・IBC・DBC 交流の積極化・新たな締結を推進。
・ファンドの充実でユースの育成。
メネット事業　国内プロジェクトの推進。

部内の行事予定
2015 年 7 月 5 日（土）第１回評議会・主査会「EMC シ
ンポジウム」、2015 年 9 月 7 日（月）合同メネット会、
2015 年 10 月17 日（土）第２回評議会・主査会【九州
部会】（阿蘇プラザホテル）、2016 年 3 月 5 日 ( 土 ) 第
３回評議会・主査会「YYY フォーラム」、2015-2016 年
第 2 回チャリティー駅伝支援＆チャリティーラン支援、
その他の計画・特記事項としては阿蘇での国際大会実
行委員会設立、・九州部会では阿蘇の食と農、そして自
然を肌感じられるプログラムの実施。（米作り、トーテ
ムポール制作、カントリーゴールド、あか牛、阿蘇ジオ
パーク）を計画しています。皆様のご協力をよろしくお
願いいたします。

2015 年度第 1 回役員会　ホテルクライトン新大阪　2015 年 7 月18 日
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　「必ずや西日本区でアジア地域大会開催を！」故成瀬晃三理
事の悲願をしっかりと熱く高瀬稔彦理事が受け継ぎ、松本武彦
直前理事期で練りに練られた 16 年ぶりの日本開催となったアジ
ア地域大会京都は、遠藤通寛期の力強いスタートと共に大きく
花開き、ここに四期に亘る西日本区理事結晶の思いを込めた、第
26 回アジア地域大会が 2015 年 8 月 2 日を以て閉幕となりまし
た。ワイズメンバー 914 名、ユースメンバー 48 名のご参加をいた
だいたことは、この上もなく非常に誇らしく意義ある大会となりま
した。本大会へ世界中から多くの皆様がご参集いただき、この

地京都で心温まるワイズメンの交流がなされたことに対し、感極まる気持ちで一杯です。
主題は“Start　Future　Now”
　これからの未来へ大きく羽ばたく若いメンバーがリーダーとして育つ大会を目指しました。その先頭に立ってこの大
会作りを務めてきた各委員長、委員会メンバー、マーシャル、そして彼らを陰で支えてくださった全てのワイズメンバー
に、心から感謝の気持ちを述べさせていただきます。皆様方の協力なくしてはこの大会は成し得ませんでした。
　今一度、全ての皆様方のご尽力に御礼申し上げます。ワイズメンバー、ユースメンバーの合計 962 名にも及ぶご参加
くださった方々が、この大会を十分満喫し、楽しみ実りある思い出多い京都にしていただいたことを、われわれは強く
心に受け止め、ワイズの発展を願うばかりです。
　「第 26 回アジア地域大会 in　Kyoto」が貴重なる特別な思いを育ませ、ワイズメンである皆様にとって、これから
の未来あるワイズダムへと繋ぐ大切な経験となることを信じ祈って、ここに御礼の辞とさせていただきます。
　本当にありがとうございました。来年の国際大会台湾でお会いしましょう。

アジア地域大会御礼の辞
第 26 回アジア地域大会実行委員長　森田美都子（京都パレス）
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私なりの解釈ですが！

ワイズリーダーシップ開発委員長
船木　順司（京都トップス）

　今期よりワイズリーダーシップ開発委員会（以下 LD 委
員会）藤井久子委員長よりバトンを受け、委員長を務めさ
せていただく事になりました京都トップスクラブ船木順司と
申します。
　藤井久子委員長におかれましては長年に渡りLD 委
員長として惜しみないリーダーシップを発揮され、西日本
区発展に寄与されたました事に敬意を表すると共に心よ
り感謝申し上げます。ご苦労様でした。
　さて、LD 委員長として、区、部、クラブでの次期役員と
なられる皆様のリーダーシップ研修の企画運営を行い、
皆さまがリーダーとし良いスターを切るためのスキルとモチ
ベーションを身に着けて頂く事が一つの目的となっておりま
す。
　近年の研修会で欠席、遅刻、一日のみ出席の登録が
見られるようですが参加頂く皆さまは、クラブ、部、区在籍
メンバーの代表であり、リーダーとなりうる立場である皆さ
まです。何とか時間を繰り合わせて頂き、出席頂きたいと
思います。研修会を企画運営するLD 委員は、未来のワ
イズを担う若手メンバーを中心に構成されており、少しでも
良い研修会を行うため精一杯知恵を絞っております。皆
様のご協力なくして成り立たない研修会を皆様と有意義
に過ごせるよう努めてまいります。皆様のご協力をよろしく
お願い致します。
　そして、もう一つの目的は、LD委員会メンバーのリーダー
シップ育成です。次期研修会を通して、今期や次期リー

常置・特別委員長からのメッセージ

ダーの皆様の言動を学び、知識と行動を身に着け、知恵
として LD 委員でないとできない経験をする事で、委員所
属の部、クラブにその知恵をフィードバックして頂く事も目
的の一つと私は捉えております。
　そして、その延長線上には、部やクラブの研修会にも関
わりを持たせて頂く事です。区での研修会の参考にさせ
て頂ける事や、区研修会でのノウハウを皆様に提供でき
る事など沢山の情報交換が出来ると思いますし、LD 委
員のスキルアップにも繋がって行くと思っております。お手
伝い出来る事が沢山あるのではないかと考えております
ので、是非委員会に研修会等のお手伝いをさせて頂け
れば幸いです。気軽にお声掛け頂ければと思います。
　LD 委員会には多くの役割や目的が有ります。お役にた
てるよう努めてまいりたいと思いますので皆様どうぞ宜しく
お願い致します。
次期区役員研修会１０月２４日（土）～２５日（日）
　クライトン新大阪ホテル
次期会長・主査研修会３月５日（土）～６日（日）
　チサンホテル新大阪
　皆さまご準備の程宜しくお願い致します。　　　Y’sly

区の活性化と危機管理のための
施策を整備する役割

組織検討・安全対策委員長　濱田　勉
（奈良）  

　組織検討・安全対策委員長に選任されました。文献
保存委員長を兼務して当委員長が務まるのかという事
がありますが、東日本区では文献・組織検討委員会とさ
れており、また、１年間だけという条件で役目をお受けしま
した。
　私自身、西日本区での役目は、区会計、組織検討委員、
コンピューター委員長、情報委員長、広報事業主任、組
織検討・安全対策委員、ＪＷＦ管理委員、阪和部長、ヒス
トリアン、文献保存委員長といろいろと務めさせていた
だきましたが、１番長く継続して務めさせて頂いたのは組
織検討委員と組織検討・安全対策委員でした。組織検
討委員は、森田惠三ワイズのもと東西に区が分離して
仮に制定されていた定款の本格的な改定の草案作りで
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した。その後２年間かけて諸規則すべての制定、モデ
ル部則の草案と実務作業に携わりながら、いろいろとワ
イズの組織について、どうあるべきかを学ばせて頂きまし
た。また、柴田善朗委員長、故臼井征郎委員長のもと組
織検討・安全対策委員を務めました。今年度は委員長と
しての役目で重責ですが、精一杯、頑張りたいと考えて
おります。
　さて、あらためて、本委員会の役割を規則より抜粋しま
すと
第 2 条　本委員会は、区の活性化と危機管理のため
の施策を整備し、区役員会もしくは常任役員会に提案
することを目的とする。
２．前項の目的を達成するために次の事項に取り組む。
①区の活動と機能の活性化を目的とする組織の見直し
や諸規則の改正案などの策定
②区の危機管理対応策の整備
③危機事態発生時における常任役員会への対応策の
提言とあり、当委員会の果たす役割の重要性を再認識
いたしました。
　現在、西日本区における課題は山積しているように思
います。何なりとご意見やご助言をいただけたら幸甚で
す。１年間と期限を区切り、精一杯務める所存です。皆さ
まのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

　前年度に続き、西日本区文献保存委員長に選任され
ました。家では家族より常に整理整頓力のない人と、酷
評をいただいている私が、文献保存委員長などと言う役
割は全く不適任である筈で、今年度は選任されないだろ
うと思っていたところ、遠藤理事より「今年度もお願いし
たい」と、お話があり、断り切れずお受けしたというのが
実情です。
　しかしながら、実際の整理し分類して保存する仕事は、

「文献保存対象の規則（内規）」にしたがって西日本
区事務所で、日々行って頂いており、また、大槻ヒストリア
ンがおられるので、委員会の仕事は限定されたこととな
るように思われます。
　あらためて委員会の役割を確認してみました。委員会
規則には「ワイズメンズクラブの活動の指針となる区の

文献を保存し
将来に備える

文献保存委員長　濱田  勉（奈良）

西日本区クリスチャニティー
特別委員会アンケート報告

クリスチャニティー特別委員会委員長
　田上　正（熊本むさし）

クリスチャニティー特別委員会委員　西村 清、長井 潤、
　澁谷洋太郎、永井康雄、ト田啓三、江見　淑子、
　大田厚三郎、三浦克文、藤井久子
目的
１）ワイズメンズクラブ国際協会西日本区の各クラブのク
リスチャ二ティーに関する事項を調査し、1998 年および
2004 年度の報告と比較する。
２）各クラブがクリスチャニティー理解のために行っている
プログラムを知る。
３）クリスチャニティー特別委員会への要望事項を調査し、
今後の活動に活かす。
背景
　ワイズメンズクラブ国際協会はキリストの教えに基づく
活動を、その基本方針としている。ワイズメンズクラブ会員
のクリスチャンの割合は過去の調査では 21％～ 24.6％で
あり、日本のクリスチャン人口１％未満に比較して有意に
多いものの、ワイズメンズククラブ会員全体の割合からす
れば少数派である。
　多数を占めるノンクリスチャンのメンバーに、キリストの教
えを伝え受け入れてもらう努力は、ワイズメンズクラブのア
イデンティティーを維持する上にも重要である。そこで各ク
ラブの現状およびクリスチャニティー特別委員会に求めら
れていることを知るためにアンケート調査をするに至った。
方法
　西日本区の各ワイズメンズクラブのクラブ会長にアン

歴史を綴る文献を収集保存し、将来に備えること」と目
的が記されています。
　課せられた役割を十分認識し、この委員会の存続是
非を 1 年間かけてご検討して頂こうと考えています。ご
意見ご助言等を頂ければ幸甚です。よろしくお願いいた
します。
　年間の取り組み予定は以下の通りです。
１．文献保存の状況把握・確認
２．文献保存についての啓蒙
３．文献保存対象の規則等の再確認
４．文献保存委員会の存続是非について検討
５．委員会の開催（原則メール等で行う）
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ケート調査を依頼し、2011 年 1 月1日付けの半年報をも
とに、別紙の調査項目に記入した。郵送・メール・FAX な
どでの返信のないクラブ会長には直接電話を行い、対話
形式で聞き取り調査を行った。
　西日本区 89クラブ全てから回答を得た。6クラブで 1
月1日時点での半年報報告人数と若干の差があったが、
回答時のクラブ会員数であったので、そのまま集計処理
を行った。
結果
　YMCA 連絡主事を除く1,608 名の会員中、クリスチャ
ン会員は 348 名であり21.6％を占めた。部ごとでは、中部
32.1％、びわこ部 13.8％、京都部 4.4％、阪和部 28.5％、中
西部 32.5％、六甲部 49.2％、瀬戸山陰部 43.8％、西中国
部 16.6％、九州部 21.2％であった。
　YMCA 連絡主事を加えると、1,690 名中 430 人のク
リスチャン会員・連絡主事で 25.4％であった。部ごとで
は、中部 34.6％、びわこ部 17.6％、京都部 7.8％、阪和
部 32.7％、中西部 36.8％、六甲部 52.1％、瀬戸山陰部
46.4％、西中国部 22.6％、九州部 25.4％であった
　クリスチャン人口は、1998 年度の同調査では西日本区
全体で 378 名（21.0％）、2004 年度では 417 名（24.6％）
であった。1998 年度と2004 年度ともに、YMCA 連絡主
事が集計に入っているか否かの区別が明らかでないの
で、クリスチャン人口の割合には大きな変化はなかったも
のと推察された。調査した 3 つの年度の部毎のクリスチャ
ン会員の割合を表１に示す。
　クラブ会員の中に教職者がおりチャプレンの役割を果
たしているクラブが 16クラブ（18％）あった。一方で例会
時の開会祈祷または食前感謝は 90％以上のクラブで実
行されており、ワイズの目的を唱和しているクラブや聖句
朗読と解説しているクラブもあった。ブリテンへの聖句や
聖句の解説の掲載も77.5％クラブで行われていた。祈祷
や聖句の解説は、チャプレンを有さないクラブではクラブ
内のクリスチャンがその役割を担当していた。ブリテン記
載記事の中で、賛美歌解説を3 ～ 4ヶ月ごとに更新掲載
しているクラブや「主の祈り」を掲載しているクラブもあった。
　キリスト教に関する行事の中ではクリスマス例会が多く
84.3％で実施されていた。特にクリスマス例会時には、例
会を教会で開催したり聖書に関する学びの機会を作って
いるクラブがあった。その他の行事としてはイースター例
会を実施しているクラブが 2クラブあった。クラブの単独
行事ではないが、都市 YMCA で開催している市民クリ
スマス行事に参加・協力しているクラブも少なからずあった。

ノンクリスチャン新入会員に対するオリエンテーションで、
ワイズ読本・ワイズ読本を用いているクラブがあった。
　１クラブで「クラブ例会ビジターに宗教的雰囲気が過度
にならないようにする」配慮から、宗教行事を敢えて行わ
ないという立場で、ブリテンへの聖句記載や例会時の食
前感謝を行なっていなかった（参考 1）。
　クリスチャニティー特別委員会に対する要望としては、
①東日本区との連動、② Y スタッフへの働きかけ、③キリ
スト教に関する講義の提供、④「聖句の解説」適切な参
考書の紹介または解説冊子の発行、⑤キリスト教理解促
進のための簡単なツールやマニュアルの作成、⑥メッセー
ジを伝える、⑦「祈祷ハンドブック」の作成、⑧キリスト教理
解のための卓和や勉強会の提供、が具体的に求められ
ていた。
　その他の意見として、①各クラブのクリスチャニティーへ
の温度差を認めながらも、ある程度の（キリスト教理解の）
指針は必要、②クリスチャン自身が持っているキリスト教へ
のこだわり、クリスチャンでない人が抱いているであろう宗
教、特にキリスト教への誤解を取り除く取り組みが必要、
③例会で自然に賛美歌を歌い、主の祈りを唱えるようにな
りたいという希望、④教会での例会や役員会の開催（定
期、非定期を含む）があった。
考察
　（この部分を、委員の皆様からのご意見で完成させた
いと思います）
参考１：クラブスタートが強化メンバーのみで発足、その後
会員増に際し弊害を感じたようで敢えてキリスト教色を消
そうとしてきた歴史がある。
表１  3 つの年度における各部のクリスチャン会員の割合

　
%　 中部 び わ

こ部
京 都

部 阪和 中 西
部

中国部 九 州
部六 甲

部
瀬 戸
山陰

西 中
国

1998
年度 38% 12 4 32 26 34 26

2004
年度 35% 17 6 34 34 46 43 18 27

2010
年度

32
（35）

%
14

（18）
4

（8）
29

（33）
33

（37）
49

（52）
44

（46）
17

（23）
21

（25）

1998 年度、2004 年度は、対象に YMCA 連絡主事を含
んでいたか否かが不明。
2010 年度は、（　）内に YMCA 連絡主事を含むデータ
を記載。
この報告を、2011 年 6 月6日召天された長井潤ワイズに
捧げる。
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これからの１年

広報･情報委員長　加藤　信一
（京都トップス）

　遠藤通寛西日本区理事期も引き続き、広報・情報委
員会の委員長をさせていただくことになりました。
　直前期から、5 事業制になり広報事業は情報委員会
と統合して、常置委員会の中の広報・情報委員会にな
り一年がたちました。今期も引き続き各事業の外部への
広報と区・部等の内部広報を支援ができるように考えて
いきたいと思います。デジタル面では、ホームページ・フェ
イスブック等があります。アナログ面では、各クラブ ･ 西
日本区のリーフレット等で広報していただきたいと思いま
す。
　デジタル面では、西日本区ホームページも前年度に新
しくなり、より良くメンバーの皆様に情報がいきわたるよう
になり、更なる活性化つながるようにアクセス向上にも努
めていきたいと思います。また、区・部・クラブ等内部の広
報も情報が必要です。各クラブ ･ 各部における活動も
UP できる体制作りもしたいと考えております。そのために
は、トップページで活動の報告及び写真をＵＰし、広報活
動に役立てていただきたく、メンバーの皆様からのＵＰ依
頼をお待ちしております。（ただし、情報提供していただく
際は会長から部長へ、部長から理事スタッフに提出して
いただきますようお願いいたします。）
　アナログ面では、ワイズデーも広報の一環です。各クラ
ブ ･ 各部でワイズメンズクラブの知名度を上げるために
何か模索して、実行して EMC にもつなげてください。あ
と各クラブ ･ 西日本区のリーフレット等で広報してくださ
い。
　情報の面では各クラブ ･ 各部からの情報をお待ちし
ております。イベントの情報等があれば、西日本区ホーム
ページのカレンダーにも記載することが出来ます。西日本
区の行事予定及び各部会の日程も西日本区ホームペー
ジのカレンダーに載っているので活用してください。
　最後にはなりますが今期も、皆様のご協力・ご指導を
賜りたくお願い申し上げます。

ＹＹＬって何？　長い名前
ですが覚えてください！

ＹＭＣＡ・ワイズ・ユース・リエゾン
　下村　明子（名古屋グランパス）

海外からのワイズ仲間を
お迎えします！

トラベルコーディネーター　
　石田由美子（宝塚）

　ＹＭＣＡ・ワイズ・ユース・リエゾン（略称：ＹＹＬ）は「ワイ
ズメンズクラブとＹＭＣＡならびに次世代を担う青年、学
生、ユースとの相互理解と発展を図るために設置された
連絡責任者」です。覚えにくい名前と共に活動し、早い
もので今期４年目を迎えました。
　日頃所属クラブのみでの活動に留まっていると西日本
区や各部、他クラブにおいてどのような活動が行われて
いるのかを知る機会が少なくなりがちですが、機会あっ
てクラブから一歩外へ出ると興味を引く情報を得ること
があります。所属クラブ以外の活動に数多く参加するこ
とができればよいのですが、現実はなかなかそれを許し
ません。そのような状況で私の役目としては、主に日本Ｙ
ＭＣＡ同盟から発信されるＹＭＣＡやユース関連の情
報を、可能な限り各ワイズメンへ行きわたるようにお知ら
せすることであると考えます。しかし、有意義な情報を発
信しても区から部を経由して各クラブへと伝達される間
に途中で途絶えてしまうこともあるため、西日本区役員は
じめ各部役員やクラブ会長のみなさま方にはどうかメン
バー一人ひとりの元まで情報が行きわたるようご協力い
ただければ幸いです。
　一年間どうぞよろしくお願いいたします。

　ベテランのトラベルコーディネーター、鉄谷明ワイズの
後を今期からお引き受けすることになりました。慌てて西
日本区ホームページ資料庫の中からマニュアルを見つ
け、ある程度の業務を知ることは出来ましたが、具体的
にどう動いていいか、現在勉強中です。早速、８月にロシ
アからSTEP の訪日予定と聞いています。又、来年度に
はアメリカ、ヨーロッパからの BF 代表受入の話もあるよ
うです。国際間のコミュニケーションは幾つかの問題もあ
るのではないかと言う気がかりもあります。
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　インターネット環境の違い、時差、習慣、国民性など普
段はすんなり進むはずがそうは行かない、と覚悟も必要
でしょう。以前、私はアメリカ系航空会社大阪オフィスで
予約の仕事をしていました。その時厳しく教えられたの
は、入ってきたメッセージには必ず３日以内に受け取った、
詳細は追って、と返信する事、でした。そして、返信が無
ければ３日以降、３日おきにプッシュをする、と言う事も教
わりました。これはその会社だけでなく、世界中の航空会
社の取り決めでした。
　現在の様に通信システムが個人単位で対応できる
時代ではなく、一々高額な国際電話をかけることは不可
能でした。それだからこそルールに従うのがビジネスマ
ナーであったのです。
　国内に於いても受入に関して難しい問題があるように
思います。長期に亘ってのホームステイ先として手を挙
げて頂けるワイズが見つけられるか、と言うことです。家
族事情、経済面、健康面など、どれも理解できる項目です。
やはり、各部部長、各クラブ会長の大きなご協力がなけ
れば不可能です。
　とは言っても世界からやって来るワイズ仲間達と親し
く交流が出来るのは大きな魅力です。お役目冥利です。
当該期理事の指示に従って、日本のおもてなし、ワイズメ
ンの友情を最大限にアピールして行きたいと思っていま
す。

ワイズメンズワールドを
読んでワイズになろう！

YMW 翻訳編集委員長

　谷本　秀康（東広島）

　ワイズメンズクラブ国際協会は、アフリカ、アジア、カナ
ダ・カリブ諸国、ヨーロッパ、インド、韓国、ラテンアメリカ、
南太平洋、アメリカ合衆国の 9 エリア（地域）から成る国
際的奉仕団体であり、世界中で 1,592クラブ 29,492 名

（2014.2.1 現在）が様々な奉仕事業や活動を展開して
います。
　“Y’s Men’s World”『 ワイズメンズワールド』は、国
際本部が発行する会報誌で、世界各地のワイズメンズク
ラブが取り組んでいる事業や活動の中で特に注目すべ
きものを掲載しています。自分が所属する部や区の事業
内容や活動を知ることは困難ではありませんが、世界的
に見てワイズの事業や活動がどれほど多様で多彩であ

るかを知ることは容易ではありません。『ワイズメンズワー
ルド』をご一読いただければ、改めて我々の属する組織
がどれほど素晴らしい国際的奉仕団体であるかを再認
識することができるでしょう。同時に奉仕活動とは、どうあ
るべきかについての示唆も与えてくれます。ワイズメンズ
クラブ国際協会の事業が多岐に渡っているのは、9 エリ
アに属する国々の社会的、地域的ニーズが多岐に渡っ
ているからに他なりません。その意味で『ワイズメンズワー
ルド』は、世界各地の地域に根ざしたワイズの様々な奉
仕活動を知るまたとない情報源なのです。
　オリジナル版の “Y’s Yen’s World” に投稿される
記事は全て英語で書かれているので、日本語への翻訳
作業を経てメンバーの皆様の目に触れることになります。
翻訳作業は YMW 翻訳編集委員会のメンバーである
東西日本区の英語の堪能な有志の方々の献身的な努
力によって迅速に行われています。しかしながら、委員会
のメンバーにも高齢化の波がひたひたと押し寄せており、
若返りの必要性が声高に叫ばれています。ワイズメンズ
クラブ全体の若返りが不可欠であるのと同様に、翻訳
の手助けをしてくれる有能な若い人材を発掘することが
大きな課題となっています。
　残念ながら昨年度はオリジナルの英語版が未発行の
為、委員会としての仕事はありませんでしたが、本年度
は委員会のまとめ役として多忙な 1 年になりそうです。

ワイズの旗

区報編集委員長　三浦　克文
（岡山）  　

　ワイズとは？と問われると、皆様はどのように答えられる
でしょうか。国際憲法および西日本区定款には「精神誠
意ＹＭＣＡと協働し、より良い世界実現のため努力する」
と明確に記載されていますが、ＹＭＣＡも規模、活動内
容、運営状態などによりかなり違いがあります。従って、ワ
イズメンも所属しているＹＭＣＡ、クラブの地域性によって
は、ＹＭＣＡへの対応、ワイズ運動に対する考え方に異
なることがあります。ワイズの活動内容や、各事業への取
り組み方、考え方が多々生じることは当然かもしれませ
ん。しかし、ワイズ運動の基本からぶれないよう、お互い
に学び合い切磋琢磨しながら進みたいと3 年ほど前の
区報に「ワイズのブランドとは」と問いかけを書かせてい
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いざ立て
−Once more we stand

理事事務局長　山田　理学
（大阪泉北）

ただきました。
　今期も夫々環境は異なりますが、クラブ・部を越え、より
良い所を学び合い、ワイズのブランディングの構築のた
めＹＭＣＡと共に支え合っていけたらと願っています。

　7 月18日( 土 ) に遠藤通弘理事、正野忠之書記、飯
沼眞会計、山田理学理事事務局長、森本榮三委員、
船木順司ＬＤ委員長にお集まりいただき、今期第 1 回区
報編集委員会を開催いたしました。内容は西日本区とし
ての区報作りのため、編集委員会独自の考えで動くの
ではなく、理事とともに共通の理解を得てスタートすること
が大切と思っているからです。区報発送先確認及び各
号の内容について約 1 時間 30 分、熱心な話し合いが
行われ、ワイズ・ＹＭＣＡ運動への理解を深め、ワイズ発
展のため区報委員会で出来ることは何か？が主な内容
になりました。
　また、表紙のデザインについては毎期、蔵知武ワイズ
( 岡山 ) に考えていただいています。コンセプトは遠藤通
寛理事(大坂泉北)の部のイメージから「大阪の南の街」
で、大阪を代表する通天閣、ハルカスを入れた街と奈良・
大仏殿・吉野の桜、和歌山の白浜を入れ、山を配し、明る
くお元気で若 し々い理事のイメージを合わせ、これから
明るく歩むような色合いにデザインされています。
　1 年間はアッという間に過ぎますが、流されることなく
編集に努力いたしますので、原稿締め切りを忘れること
のないよう、ご協力をお願いいたします。

　次期理事事務局長の打診の折は果たして務まるの
だろうかと不安な気持ちでしたが就任後の今も少しの
不安感と不慣れな業務に対する緊張が続いております。
ロースター、次期役員研修会資料を読み返し、石津雅
人直前事務局長に引継ぎの資料と貴重な体験談をお
聞かせ願いました。資料には理事事務局の役割は、理
事、書記、会計のサポートスタッフとして、西日本区事務
所と共に 1 つのチームとして西日本区の諸活動の一端
を担うと明記してます。事務局の仕事は多岐にわたり、
対処していくには時間と努力そして経験が大事と覚悟
を決めました。
　事務局の重要な仕事に、毎月発行する理事通信があ
ります。遠藤通寛西日本区理事の基本理念に基ずく活
動方針、連絡事項、諸報告、行事予定等を西日本区ワ
イズメンズにお伝えすると共に、理事通信を通じて皆様
のお働きを多くのワイズメンズにお知らせして情報、お気
持ちが共有できる小史作りを目指します。
西日本区諸行事の案内、半年報の提出も大切な仕事
です。期首前に「前期半年報提出のお願い」案内文を
全会長様に配信しましたが、部長様からの提出先を間
違えまして皆様に大変なご迷惑をお掛けしました事をお
詫び申し上げます。この時に上記標語が浮かびました。
内容の重さを理解し、総ての書類、記事、案内に間違い
のないよう迅速に正確に情報をお伝え出来る様に心掛
けてまいります。
　理事事務局は鉄谷明事務局員（大阪サウス）猪瀬
正雄事務局員（大阪泉北）のスタッフで運営します。
　最後になりますが皆様方にはこれからも書類、原稿の
提出をお願いいたしますが、提出期限、提出先をお守り
下さい。この一年間、皆様のご協力とご支援を宜しくお
願い申し上げます。
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西日本区事務所及び理事事務局の業務役割 
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日時　2015 年 4 月11日（土）～ 4 月12 日（日）
会場　ホテルクライトン新大阪
出席者（敬称及び役職名「次期」略）
議決権役員 19人中17人出席 17 名
〈常任役員〉理事　遠藤通寛、次期理事　岩本　悟、
　書記　正野忠之、会計　飯沼　眞、
〈部　長〉中部　荒川恭次、びわこ部　坂井　繁、
　京都部長　高田敏尚、阪和部　林　佑幸、中西部　
　奥田時夫、六甲部　進藤啓介、
　瀬戸山陰部　岩崎圭三郎、西中国部　渡邉悦司
〈事業主任〉Ｙサ・ユース　河合久美子、
　地域奉仕・環境　川上孝司、ＥＭＣ　小野勅紘、
　国際・交流　中井信一、メネット　遠藤典子
〈監　事〉財政監事　浅岡徹夫
〈理事事務局〉理事事務局長　山田理学、
　事務局員　鉃谷明
欠席者（敬称及び役職名「次期」略） 
〈常任役員〉松本武彦（直前理事）
〈部長〉九州部　五嶋義行
〈監事〉行政監事　高瀬稔彦　
〈連絡主事〉日本ＹＭＣＡ同盟　山根一毅　
会議開始前　準備役員会中は役職名での「次期」を外
して行うことを確認する。
会議出席者と会議成立確認：書記　正野忠之
開会宣言と点鐘：理事　遠藤通寛　
議事進行の要領と進行方法説明：書記　正野忠之
開会 15：30
議案審議
司会　書記　正野忠之
議長　理事　遠藤通寛
議長が議案提案者の場合は書記が交代する。
【第 1 号議案】2015−2016 年度　西日本区役員会等
の日程の件

議案提案者　書記　正野忠之
　　承認

【第２号議案】2015−2016年度　西日本区事業委員会・
常置委員会・特別委員会・専任委員会等の委員長・委員
選任の件

議案提案者　理事　遠藤通寛
　委員長・委員を当該理事として各種諸規則に基づいた
選任を報告。尚、各種規則の定めにより、未決定の委員

長、委員については、第２回準備役員会においてご報告
し、追認をお願いする。常置委員会のうち、JWF 管理委
員会は、取決めにより委員の中から互選をして第 1 回役
員会で決める。　　　　　　　　　　　　　　  承認
【第３号議案】2015−2016 年度　ロースターの発行部
数等（価格）の承認を求める件

議案提案者　書記　正野忠之
　消費税がアップされたので改めて協議題とした旨を
説明。印刷費用が 1600 円であるが、会計予算では 1728
円となっている。議案の方は消費税込価格 1728 円で記
載すべきであると指摘。ご指摘の通り印刷費用は 1728
円、販売価格1900 円ともに税込と訂正。　　　   承認
【第４号議案】2015−2016 年度交通費支給基準の件

議案提案者　会計　飯沼　眞
　今期も支給額は旅費×70％。￥1000 未満の場合は支
給しない。遠方の方々には絶えずご負担をお願いすると
いう心苦しい状況です。予算案にもある通り、200 万円ほ
どの赤字含みということを配慮の上、ご検討ください。岩
本悟次期理事：第４号議案については、予算案の第 5 号
議案と密接な関わりがあり、第 5 号議案の審議をした
上で一括採決をした方がよいと思います。（4 号議案と5
号議案を合わせ審議することを承認）
【第５号議案】2015−2016 年度　西日本区会計予算
案及び事業費収支予算案承認の件

議案提案者　会計　飯沼　眞
資料により収支を説明。Ｙサ・ユース事業費の収支を
280 万円でそろえることに修正。　　　　　　　  承認
第 2 日
配布資料の訂正
　西中国部部会開催日と他の部会開催日が重複し、開
催日を 2015 年 11 月14 日（土）に変更。瀬戸山陰部部
会の開催場所が総社会館からカトリック姫路に変更。六
甲部部会の開催場所が北野プラザ六甲荘に決定。
事業主任報告
Ｙサ・ユース事業主任　河合久美子
　Ｙサ・ユース献金、目標達成のため各部長・主査を通
じて各クラブ会長に Y サ・ユース献金の意義を説明し
て戴き100%目標達成にご協力をお願い致します。YY
フォーラムについて、西日本区費にて実施していますので
主任の査定、調整があり、開催日が決まれば早く報告を
お願いします。ユースコンボケーションについては、現在

西日本区第１回準備役員会議事録
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９名の参加予定。
地域奉仕・環境事業主任　川上孝司
　理事方針に基づき、大きな意味での環境セグメントに
ついての例会を一度は設けていただきたい。ＣＳ献金、
ＦＦ献金の趣旨説明を積極的に行う。ＣＳ活動等を支援
する制度の案内システム作りを考えている。ロールバック
マラリア撲滅運動事業に関しては主任から提案、指導
を行います。
ＥＭＣ事業主任　小野勅紘
　ＥＭＣ活動は本来ＣＭＥ活動として、まずはＣの意識
高揚から始める。今年度は年度主題と長期主題の２本
立てで進めて行く。長期主題では 2022 年のワイズメン
ズクラブ設立 100 周年に向けて計画的な増員を図り、数
字合わせで 100 周年 100 クラブ、2022 年 2022 名会員
を目標とします。長期主題の実現に向けては一代で出来
る事ではありませんので、次期主任に引き継いでいく。
国際・交流事業主任　中井信一
　今期のモットーはフェアー（公平）オープン（情報公開）
リスペクト（異文化の尊重・共有）を基に進めて行きます。
ＤＢＣは東日本区との連結を密に、ＩＢＣは海外との情
報交換を重ねる。各種献金がありますが、意義、主旨を
わかりやすく説明させていただき、皆さんのご理解を得
て献金のお願いをしたいと思います。　
メネット事業主任　遠藤典子
　事業主題は「メンと共にメネットはワイズの応援団」で
す。各地、各クラブのメネット例会開催をお願いし、遠藤
理事とともに訪問。東北地域のワイズメン、メネットに少
しでも元気をと願って活動。
部長報告
中部部長　荒川恭次
　第１回主査会・評議会を 6月27 日に計画。新旧評議
会を同時開催、ＥＭＣシンポジウムも当日に行う。部活動
の内容は前部長の方針を継承して変化を与えない方向
で進める。
びわこ部部長　坂井　繁
　びわこ部のクラブ所在地がびわこ湖畔の東側のみに
あり、地理的に偏った配置になっている。残念な事です
が今年６月にて大津クラブが解散。ここ数年びわ湖の北
西側、高島地域にエクステンションを設ける活動をしてい
る。今期はびわこ部を盛り上げるため、活動の一部を部
全体で支えていく方針。チャリティラン、合同新年例会、
ワイズデー等を開催。びわこ湖畔西側にもクラブを作り
「びわ湖はひとつ」を目指して頑張る。

京都部部長　高田敏尚
　京都部は７主査を５主査にする方向で１月に次期会
長・主査と会議を持ち指針を示した。準備役員会でＹＭ
ＣＡとの協働を目標に 4 月に各クラブの年間計画、部の
年間計画とＹＭＣＡのスケジュールのすり合わせを行い、
Ｙサ委員会と懇親会を行う予定。ＩＢＣはアジア地域大
会京都に合わせて「ＩＢＣ掲示板」を掲げて、特にアジア
地域とＩＢＣ締結のないクラブに活用していただきたい
と願っている。舞鶴市にＹＭＣＡ専門学校が開校、舞鶴
ＹＭＣＡも誕生しますのでワイズメンズクラブを設立する
準備を進めている。
阪和部部長　林　佑幸
　活動方針は前部長の活動を継承、継続する。「東北
復興応援ツアー委員会」「阪和部ＥＭＣ150推進委員会」
を継承発展させて成果に繋げたい。副題として「阪和部
は 1つ」を掲げており、会員の繋がりをより深めるためク
ラブ間交流、メンバーの他クラブ訪問を推進してまいり
ます。
中西部部長　奥田時夫
　中西部事業として地域奉仕・環境事業主査と合同で
植林を考えている。Ｙサ・ユース事業ではＹＹフォーラム
とＹＭＣＡ支援活動を行う。ＥＭＣ事業は各クラブで毎
年純増員１名を確保し、10 年間で 90 名の増員を目標に
次期部長に順次申し送りする。国際・交流事業ではＩＢ
Ｃ締結を進めている。メネット事業は久しぶりに女性の
主査が誕生し、東北支援活動等について遠藤典子事業
主任のご指導ご協力をよろしくお願いいたします。
六甲部部長　進藤啓介
　クラブがあっての六甲部に徹する。今期は英気を養い、
足元を見直し情報を共有し、次世代を育み地域に伝える
事を主題にした。ワンポイントはユースと共に。ユースと
もっと会話をしてエネルギーをもらい、我々の経験を分
かち1つになれるきっかけになればと考える。ＹＭＣＡに
ユースコンボケーションに 15 名の参加人数を要請してお
り、参加費用はワイズで負担する。地域奉仕・環境事業
については 8 クラブの活動内容を全てオープンにして、
お互いを参考にして活動を見直して欲しい。それがＥＭ
Ｃ事業に繋がると信じて進んで行きます。
瀬戸山陰部部長　岩崎圭三郎
　ＹＹＹフォーラムは秋頃に姫路太子キャンプ場にて開
催を考えている。メネット事業は姫路グローバルクラブと
仙台青葉城クラブとの毎年交流があり、部会のメネット
アワーにて仙台の現状を伝えたい。瀬戸山陰部は地理
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的に範囲が広くクラブ員も少ないが、クラブは事業活動
に頑張っている。
西中国部長　渡邉悦司
　西中国部は現在会員数が７０数名で、１００名にする
事が課題。11 月14日（土）西中国部会ではＹＹフォーラ
ムとＥＭＣシンポジウムも同日開催。第２回西中国部準
備役員会を５月30 日（土）に開催、会長・主査と基本方
針を確認。
九州部部長　五嶋義行　欠席
協議事項　
【第１号協議】「事業主任招聘プログラムの旅費等に係
る部・クラブの負担配慮のお願い」
Ｙサ・ユース事業、ＥＭＣ事業等で担当主任を招聘する
とき、新幹線が必要な開催地の場合には開催地の部・
クラブによる交通費負担のご配慮をお願いしたい。
【第２号協議】「西日本区理事及び役員の出席プログラ
ムの日程調整等につき配慮のお願い」

提案者　書記　正野忠之
各部・クラブの事業、例会等で西日本区理事や役員を招
待される場合、区の行事日程を十分にご確認の上、開催
日程を早く正野書記または理事事務局に知らせる。 
【第３号協議】「ワイズメンズクラブの活動継続に資する
各種データバンクをホームページ内に設置したい」

提案者　ＥＭＣ事業主任　小野勅紘
　ワイズメンズクラブの各種事業における数値データは
毎年活動する委員には大切なものであるが単年で終わ

る場合が多く、ワイズメンズクラブのホームページの資料
庫内に「データバンク」を設置して保存蓄積をして永く利
用出来るようにしたい。第２回準備役員会で安全面等を
詰めて協議。
【第４号協議】「2015 年～16 年度ワイズメンズクラブの
EMC 事業の中で、新規表彰項目を設定したい。ついて
は 2016 年６月に開催される第１９回西日本区大会で表
彰して贈呈するピンバッジを作成するための予算を設定
願いたい。」

提案者　EMC 事業主任　小野勅紘
連絡・報告
書記　正野忠之
①ロースター校正用原稿の期限内提出、未提出クラブに
は部長さんより督促をお願い。
②各種原稿は提出期限をお守りください。
③事業資金申請書類は事業主査とよく打合せの上、提
出して下さい
④各種連絡事項について注意と依頼
⑤訃報の連絡について
監事講評
財政監事　浅岡徹夫
　これからも頑張って事業を進めて戴きたいと思いま
す。国際新事業「ステップ・フォー・オール」はどの部門が
担当するかについては地域奉仕・環境事業となっている
が、次のことも考慮して徹底する必要があります。
閉会宣言と点鐘：理事　遠藤通寛

西日本区第２回準備役員会議事録

開催日時　2015 年 6月13 日（土）9:00 ～ 9：40
開催会場　大阪・南港　ＡＴＣホール６階会議室Ｂ
出席者 ( 敬称及び役職名「次期」略 )
議決権役員 19人中18 人出席
〈常任役員〉理事　遠藤通寛、次期理事　岩本　悟、
　書記　正野忠之、会計　飯沼　眞、
〈部長〉中部部長　荒川恭次、びわこ部部長坂井　繁、
　京都部部長　高田敏尚、阪和部部長　林　佑幸、
　中西部部長　奥田時夫、六甲部部長　進藤啓介、
　瀬戸山陰部部長　岩崎圭三郎、西中国部部長
　渡邉悦司、九州部部長　五嶋義行
〈事業主任〉Ｙサ・ユース事業　河合久美子、地域奉仕・
　環境事業　川上孝司、ＥＭＣ事業　小野勅紘、

　国際・交流事業  中井信一、メネット事業  遠藤典子
〈理事事務局〉理事事務局長　山田理学、
欠席者 ( 敬称及び役職名「次期」略 ) 
議決権役員１名
〈常任役員〉直前理事　松本武彦
〈監事〉財政監事　浅岡徹夫、行政監事　高瀬稔彦　
〈連絡主事〉日本ＹＭＣＡ同盟　山根一毅　
〈理事事務局〉事務局員　鉄谷　明
開会　9：00
司会　書記　正野忠之
議長　理事　遠藤通寛
出席者確認　書記　正野忠之　議決権者 19 名中 18
名出席　役員会成立宣言
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議案提出者が理事の場合は書記が代行する
１、開会宣言と点鐘：理事　遠藤通寛）　 
２、挨拶　理事　遠藤通寛
３、傍聴者確認報告　書記　正野忠之
2 名　ＬＤ委員長　船木順司、京都トップスクラブ会長
舞田智之
議案審議
【第 1号議案】第１回準備役員会議事録承認の件

議案提案者　書記　正野忠之
　資料訂正　Ｙサ・ユース事業主任　河合久美子
　訂正箇所　議事録 11頁「4 月頃まで予定されていま
すが、(月を期に)の後半に集中する・・・」ユースコンポケー
ションをユースコンボケーションに　　　　 訂正後承認
【第 2 号議案】2015-2016 年度西日本区事業委員会・常
置委員会・特別委員会・専任委員等の委員長・委員選任
の件　　　　　　　　 議案提案者　理事　遠藤通寛
　第１回準備役員会資料には記載していない「小委員
会」が松本武彦理事期に承認されたので追記。
ＬＤ委員長　船木順司ワイズ ( 京都トップスクラブ )、文

献保存委員会・委員長　濱田勉ワイズ ( 奈良クラブ )、
組織検討・安全対策委員会・委員長を兼任。ＴＣ　石田
由美子ワイズ（宝塚クラブ）が就任する。　　　　承認
【第 3 号議案】第 20 回西日本区大会　開催地および
ホストクラブについて

議案提案者　次期理事　岩本悟
　第20回西日本区大会の開催日は2017年6月10日（土）・
11日（日）、開催場所（大会会場）は市民館祟城大学ホー
ル（通称、熊本市民会館）、懇親会会場はホテル日航熊
本です。ホストクラブは、熊本にしクラブを筆頭に県内
10 クラブが合同で運営します。　　　　承認
報告・要望事項
地域奉仕・環境事業主任　川上孝司：ロールバックマラ
リア運動支援のため各部会でアピールタイムを頂きたい。
書記　正野忠之：大阪河内クラブ４０周年、大阪土佐堀
クラブ６５周年記念例会について
ＹＭＣＡの歌　斉唱
閉会点鐘　理事　遠藤通寛

西日本区第１回常任役員会議事録

開催日時　　2015 年 7月19 日（日）　12：10 ～12：55
開催場所　　ホテルクライトン新大阪１階喫茶室
出席者（敬称略）
理事　遠藤通寛、直前理事　松本武彦、次期理事
　岩本　悟、書記　正野忠之、会計　飯沼　眞　
協議・決定事項
１．「ＹＭＣＡ東山荘１００年募金」への西日本区として
の対応について
　松本武彦理事期より繰り越しとなったＹＭＣＡ東山荘
１００年募金に関して協議。東山荘は静岡県御殿場市と
いう西日本区から離れた場所にあり、親近感が乏しいが、
日本ＹＭＣＡ同盟が所有する施設であり、ＹＭＣＡ支援
の一環として、西日本区からも募金に応じることが当然
との結論は、松本期でも確認済みである。遠藤通寛理
事案として、東山荘は子供がキャンプをする場所でもあ
り、ＦＦの目的にかなっている。ＦＦ献金は特別会計とし
て約３６５万円が累積されている。これを用いるのが合

理的ではないかとの説明。出席者全員が了とした。今後、
西日本区として金額を決定し、第２回役員会にて承認を
得る。
２．西日本区事務所移転について
　現在、大阪市淀川区に所在する西日本区事務所は、
契約上、平成３３年までに移転する必要がある。残り期
間はまだあるが、次期が九州部の理事であることを踏ま
え、大阪を拠点とする今期で移転を進め、事務所移転問
題を解決してはどうかという提案が遠藤理事よりなされ
た。現事務所の規模、家賃等の説明と現時点での近辺
相場を遠藤理事が説明。役員会が開かれるホテルクライ
トン新大阪と研修会開催場所であるホテル新大阪コン
ファレンスセンターの利便性や遠方からの移動を考慮し、
現在地付近を移転検討の基準とすることで了とした。今
後、候補を検討し、第２回役員会において議案提出を予
定。
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京都 Z E R O

部 ク ラ ブ 名 増減 部 ク ラ ブ 名 増減
金　　　　　沢 2

0
－1
0
－7
－　
－1
0
－1
－16
2
－1
－1
－3
－3
－4

　－　
－15
3
1
0
2
0
1
0
0
4
0
－1
－2
－1
9
－3
0
0
0
13
0
－1
－2
0
0
1
5
0
3

大　　　　　阪 1
－2
0

－1
－1
0
0
0

－1
－4
－1
0

－1
0

－2
－2
0

－1
－7
－1
－3
－2
－2
－1
－9
－3
1
2

－1
－1
－1
－3
0

－2
0
2
0

－　
－1
－1
0
1
2
3
2
2
0

－2
－8
－46

名　　古　　屋 大 阪 土 佐 堀
名 古 屋 東 海 大　阪　千　里
名 古 屋 南 山 大　阪　高　槻

中　部 四　　日　　市
中西部

大阪センテニアル

　　
名 古 屋 プ ラ ザ 大　　阪　　西
名古屋グランパス 大　阪　茨　木

津 大阪セントラル
金　沢　犀　川 大阪なかのしま

小　計 9 小　計 9
近　江　八　幡 神　　　　　戸
彦　　　　　根 西　　　　　宮
彦根シャトー 神　　戸　　西

びわこ部 長　　　　　浜 六甲部 神 戸 ポ ー ト
草　　　　　津 宝　　　　　塚
滋 賀 蒲 生 野 さ　　ん　　だ
大　　　　　津 神戸学園都市

小　計 7 芦　　　　　屋
京　　　　 都 小　計 8
福　　知　　山 姫　　　　　路
京 都 パ レ ス 岡　　　　　山
京都ウエスト 瀬　戸 鳥　　　　　取
京都めいぷる 山陰部
京都キャピタル

姫路グローバル

京都プリンス
米　　　　　子

京都センチュリー
小　計 5

京都部
京都ウイング

広　　　　　島

京　都　洛　中
福　　　　　山

京都エイブル 西中国部
呉

京都グローバル
東　　広　　島

岩 国 み な み京 都 み や び
岩　　　　　国

小　計 6京都トップス
長　　　　　崎京都トゥービー
熊　　　　　本京　都　東　稜
北　　九　　州京 都 ウ エ ル
福　岡　中　央

小　計 18 熊本ジェーンズ
博多オーシャン和　　歌　　山

九州部

八　　　　　代

阿　　　　　蘇

奈　　　　　良
鹿　　児　　島大 阪 サ ウ ス

阪和部 大　　阪　　堺 熊 本 む さ し
大　阪　河　内 熊 本 み な み
大　阪　長　野 宮　　　　　崎
大　阪　泉　北 熊 本 ひ が し

熊 本 ヤ ン グ
熊本スピリット

熊　本　に　し
和歌山紀の川

小　計 15
合　計 85

小　計 8

西 日 本 区 現 勢
2015年7月1日現在

注1　連絡主事を含み、特別メネットは除く　　
注2　増減は前期7月1日との比較

2014.7.1 2014.7.1
8
22
18
9
21
－　
14
5
6

111
17
11
28
40
13
17
－　
131
30
7
63
30
25
40
16
11
40
16
15
60
12
47
36
15
7
22
492
20
24
24
10
17
5
13
16
129

17
21
4
19
19
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15
9
18
139
22
22
13
19
23
10
15
18
142
10
25
15
14
12
76
26
3
11
8
10
19
77
5
30
10
15
33

　－　
8
14
21
21
8
24
17
26
12
22
280
1577

2015.1.1 2015.1.1
9
26
18
9
21
－　
14
4
6

115
18
11
28
38
12
17
－　
129
30
7
62
31
28
41
18
12
39
16
15
60
12
54
35
17
7
23
507
20
23
23
10
18
5
17
16
132

2015.7.1
10
22
17
9
14

　－　
13
5
5
95
19
10
27
37
10
13
－　
116
33
8
63
32
25
41
16
11
44
16
14
58
11
56
33
15
7
22
505
20
23
22
10
17
6
18
16
132

17
19
4
19
20
17
14
9
18
137
21
23
13
20
23
8
15
18
141
10
27
15
13
11
76
25
4
12
7
10
18
76
5
30
10
17
36
－　
8
14
21
22
9
24
19
27
12
21
275
1588

2015.7.1
18
19
4
18
18
17
15
9
17
135
21
22
12
19
21
8
15
17
135
9
22
13
12
11
67
23
4
13
7
9
18
74
5
28
10
17
33

　－　
7
13
21
22
10
27
19
27
12
20
271
1530
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編 集 後 記

【区報編集委員会】
委員長　三浦　克文（岡　　　山）　　委員　森本　榮三（大坂高槻）　　委員　蔵知　　武（岡　　山）
委　員　井之上温代（滋賀蒲生野）　　委員　正野　忠之（大坂泉北）　　委員　山田　理学（大坂泉北）

　今年の月見はいかがでしたでしょうか。岡山では爽やかに澄み渡った夜空に、きれいな満月が浮かび、日本３
名園の一つである後楽園ほか、名所・庭園でお茶会が開かれていました。
　区報編集はそのような心のゆとりもなく、発行が遅れていることに申し訳ない、何とかならないかと日々 を重ね、
ようやく校了にたどり着きました。原稿提出日の期日を守って下さった皆様本当にありがとうございました。

コノハチョウ　ルリタテハ
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理 事 事 務 局／

西日本区事務所／

「あなたならできる！　きっとできる」－生きる　しなやかに　さわやかに－
ごあいさつ　　
　エクステンションに情熱を捧げる男
　ワイズメンズ運動の豊かな展開を
　西日本区という海洋に船出する今
　社会の課題に取り組む奉仕団体であるためにもその基本を示す
　監事就任に際して
　財政監事を拝命して
ワイズメンズクラブ国際協会から
　国際会長よりメッセージ
　アジア地域会長より
国連におけるワイズメンズクラブの役割
日本YMCA同盟から
　ユースや子ども達のために更なる協働を
　対話の場の創造を
事業主任の方針
　よりいっそうの「Yサ力アップ」を目指して
　HAND IN HAND　共に生きる
　Y’S MEN’S WINDOWS100（→2022）ワールドへようこそ！
　交流はワイズの醍醐味。ファンドはユースの育成
　メンと共に　メネットはワイズの応援団
部長メッセージ
　3年先を見つめて次の一歩を考えよう
　止めてくれるな　びわこ部はどこへ
　いつも喜んでいなさい
　「阪和部は一つ」を合い言葉に
　次世代を担う子ども達に「森林」を贈りませんか！
　『YMCAと共に』次世代を育み、地域に伝える
　瀬戸山陰部活動前期報告
　1年間部長
　ワイズスピリットを全力でひろげよう
アジア地域大会御礼の辞
常置・特別委員長からのメッセージ
　私なりの解釈ですが！
　区の活性化と危機管理のための施策を整備する役割
　文献を保存し将来に備える
　西日本区クリスチャニティー特別委員会アンケート報告
　これからの1年
　YYLって何？ 長い名前ですが覚えてください！
　海外からのワイズ仲間をお迎えします！
　ワイズメンズワールドを読んでワイズになろう！
　ワイズの旗
　いざ立て－Once more we stand
2014～2015年度西日本区強調月間リスト
西日本区事務所及び理事事務局業務役割
西日本区第1回準備役員会議事録
西日本区第2回準備役員会議事録
西日本区第1回常任役員会議事録
西日本区現勢
編集後記
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27
27
29
29
29
30
30
31
32
33
34
36
37
38
39

理事　遠藤 通寛 

次期理事 岩本 　悟
直前理事 松本 武彦

書記 正野 忠之
会計 飯沼　 眞

行政監事 高瀬 稔彦
財政監事 浅岡 徹夫

国際会長 ウィッチャン・ブーンマパジョン
アジア地域会長・国際議員 エドワード・K.W.オング

区報編集委員 森本 榮三

日本ＹＭＣＡ同盟総主事 島田 　茂
日本ＹＭＣＡ同盟連絡主事 山根 一毅

Yサ・ユース事業主任 河合久美子
地域奉仕・環境事業主任 川上 孝司

EMC事業主任 小野 勅紘
交流事業主任 中井 信一

メネット事業主任 遠藤 典子

中部部長 荒川 恭次
びわこ部部長 坂井 　繁

京都部部長 高田 俊尚
阪和部部長 林　 佑幸
中西部部長 奥田 時夫
六甲部部長 進藤 啓介

瀬戸山陰部部長 岩崎圭一郎
西中国部部長 渡辺 悦司

九州部部長 五嶋 義行
アジア地域大会実行委員長 森田美都子

ワイズリーダーシップ開発委員長 船木 順司
組織検討・安全対策委員長 濱田　 勉

文献保存委員長 濱田　 勉
クリスチャニティー特別委員長 田上　 正

広報・情報委員長 加藤 信一
YMCA・ワイズ・ユース・リエゾン 下村 明子

トラベルコーディネーター 石田由美子
ワイズメンズワールド翻訳編集委員長 谷本 秀康

区報編集委員長 三浦 克文
理事事務局長 山田 理学
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