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主題
「あなたならできる！きっとできる」

“You can do it！Yes,you can！”
－ 生きる しなやかに

さわやかに －

－ Live flexibly and refreshingly －
春霞の鳴門大橋です。西日本区大会へ向けて、心をつなぎましょう。

―

離れていても心は一つ ―

３月は、各地のＹＭＣＡにてリーダー感謝会、報告会が開催されました。リーダーの皆
さんの熱心な報告についもらい泣きを毎年させていただいています。大阪ＹＭＣＡでは今
年は新たな試みとしてオール大阪として全体で報告会を開催されました。６４名の方々が
新たに新しい環境に向かって羽ばたきます。ご健闘を心よりお祈り申し上げます。
さて、西日本区に於いて３月１２日、１３日に大阪にて次期会長、主査研修会が開催さ
れました。研修会にて冒頭にお話させていただきましたが、今期は７月半年報と１月半年
報にての会員の増減にほぼ差異が御座いません。小野ＥＭＣ事業主任の資料から判断する
と、この前半期においては毎年かなりの増員があります。故に、今期は例年に比べると非
常に危機的なことが推察されます。来季以降に向けて皆様、共にクラブのため邁進いたし
ましょう。研修会はご指導頂く講師の皆様方と船木順司ワイズリーダーシップ開発委員会
委員長と各委員のお働きにより大変実りのあるものとなりました。入会１年目で次期会長
の研修を受けられておられた方が、ワイズリーダーシップ開発委員になりたりと私に話さ
れましたが、各委員の皆様のお働きがいかに素晴らしいものであったか物語っていると思
います。
また、皆様より西日本区事業目標の献金が寄せられています。誠にありがとうございま
す。沢山の献金はそれぞれに定められた目的が御座います。次期のために寄せられた献金
もあります。研修会で次期の主任の方々から丁寧なご説明がありました。是非、次期の部、
クラブの活動にご利用ください。
第１９回西日本区大会が近づいてまいりました。巻頭の「離れていても心は一つ」は、
被災され方々に寄り添う気持ちとワイズメンは互いに活動する地域は違っていても心は一
つという気持ちを込めています。西日本区大会で会いましょう！
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大会では全員で「花は咲く」を大合唱したいと考えております。昨年のアジア地域大会
で参加された西日本区のワイズ、ワイズメネットの皆様との大合唱を思い出します。さあ
今一度大きな声で「花は咲く」を歌いましょう。

ワイズメンは、ＹＭＣＡをより深く理解し、ユースに寄り添い、
今まで以上に「Ｙサ力」をアップできるよう、積極的に努力しましょう。
河合 久美子 Ｙサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ）

４月 聖書
どんなことでも、思い煩うのはやめなさい。何事につけ、感謝を込めて祈りと願いを
ささげ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える
神の平和が、あなたがたの心と考えとをキリスト・イエスによって守るでしょう。
（フィリピの信徒への手紙 ４章６節）
聖句黙想
この手紙は使徒パウロが獄中からフィリピの教会に送った手紙です。「喜びの書簡」と
も言われています。喜びと感謝は、自分の意志や努力で湧き上がるものではありません。
私たちの心の中に、神さまの息が吹き込まれた時に生まれるのではないでしょうか。
過酷な出来事の中にも、神の平和としか言いようのない喜びを経験したパウロを想像しま
す。一人ではなく、他者と共に喜ぶ為には、共通の目的（音楽）が必要です。人知を超え
た所から降る音楽に、身を委ねるときの喜びに憧れます。
西日本区チャプレン
江見 淑子
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お知らせ

◇ 西日本区各事業目標への献金、ありがとうございました。
3 月 15 日をもちまして、各種献金を締め切らせていただきました。
多くの献金をいただきまして、ありがとうございました。
西日本区理事および関係者一同、心より感謝申し上げます。

◇ 周年記念例会情報 (2016 年 3 月 31 日現在)
大阪土佐堀
65 周年
2016 年 4 月 2 日(土） ＫＫＲホテル大阪
大阪サウス
60 周年
2016 年 5 月 7 日（土） たかつガーデン
ともに歴史あるクラブです。ぜひご出席ください。

特集

６月２５，２６日に開催されます西日本区大会は、今年、東日本大震災から５年を迎えたことを
思い、遠藤通寛西日本区理事の大きなテーマである「離れていても心は一つ」が大会全体を包み
ます。その一環として開催されました阪和部での集いをご紹介いたします。

東日本大震災から５周年の集い
「離れていても心は一つ」
阪和部地域奉仕・環境事業主査

山口守雄

２０１６年３月５日 １３時１５分 大阪南ＹＭＣＡにて開催され参加者は第一部～第四
部で延べ約７０名で、会場の横では東北支援のため被災地から各種物産を取り寄せて販売
されました。
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犠牲になられた方々の冥福を祈って黙祷で始まり林佑幸阪和部部長開会挨拶
大阪ＹＭＣＡ末岡総主事からの、ＹＭＣＡの支援活動とワイズの引き続きの協力依頼メッ
セージが寄せられました。
第一部は「３．１１東日本大震災の真実」と言うＤＶＤ鑑賞を行い、大震災直後の状況把
握から救助活動を自衛隊、海上保安庁等のマスコミでは放映されていない様な非常に
生々しい内容で改めて津波の恐ろしさを確認させられました。
仙台ＹＭＣＡ村井総主事からは阪和部および西日本区のみなさまに今後も支援の依頼メ
ッセージが寄せられました。
第二部は「小さな町を呑みこんだ巨大津波」と言う避難所で被災者の方から聞き取った貴
重な記録集を昨年の阪和部東北復興応援ツアーに参加頂いた有志５名の方々に朗読して
いただき、これも我々
には伝わって来ない
被災者の方々の心の
動きなど大変だった
様子が目に浮かびま
した。
第三部は大震災直後か
ら宮古ボランティアセ
ンターに赴任された池田勝一氏による
「被災地のその後」と言うお話をして頂き、大震災直後の家屋のがれきとヘドロしか見
えない状態から少しでも生活が出来る様にとボランティアの方々との苦労された話をお
伺いしました。
第四部は今年の西日本区大会でもテーマソングになる「花は咲く」を全員で合唱し
この度の献金を西日本区の「東日本大震災復興支援献金」に林部長より遠藤通寛西日本
区理事に手渡されました。
その後、川上孝司地域奉仕・環境事業主任に講評をいただき閉会となりました。
今回の集いは５年という節目の年でもあり忘れかけていた事をもう一度思い出す良い機会
になった様に思います。これからも忘れず「離れていても心は一つ」

第１９回西日本区大会の登録期限は５月２０日です！
まだお済みでない場合、クラブを通じてご登録をお願いいたします！
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第 19 回
Point1

西日本区大会

３つの Point をご紹介します。

東日本大震災復興支援
東日本大震災をあらためて考える
～

Point2

離れていても心は一つ ～

みんなで楽しむ音楽のひととき
魅惑のバイオリン、大合唱“花は咲く”

Point3

踊らにゃソンソン
大阪天水連と

阿波踊り

踊る Y’s に観る Y’s
メネットとご一緒に！

.6 月.24 日（金）
18：00～ 前 夜 祭
ホテルニューオータニ大阪
理事キャビネット有志による音楽演奏
.6 月.25 日（土）
9:：00～ 役 員 会
ツイン 21MID タワー4 階会議室
9：00～ 準備役員会
ツイン 21MID タワー4 階会議室
10：30～ 代 議 員 会
ツイン 21MID タワー20 階会議室
11：00～ 元理事懇談会
ツイン 21MID タワー20 階会議室
10：30～ メネットアワー ツイン 21MID タワー20 階会議室
10：30～ 連絡主事の会
ツイン 21MID タワー4 階会議室
13：00～ 大会第 1 日 松下 IMP ホール
「東日本大震災から 5 年、今までもこれからも」
・「花は咲く」大合唱
・HAPPY TWINS によるバイオリン演奏
・特別企画「東日本大震災をあらためて考える」
19：00～ 懇 親 会 ホテルニューオータニ大阪
・食事と歓談、最後はみんなで・・・
21：15～ フェーローシップアワー

ホテルニューオータニ大阪

.6 月.26 日（日）
8：15～12：00 大会第 2 日 松下 IMP ホール
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第１９回西日本区大会のご案内
２０１６年６月２４日（金）前夜祭 会場 ホテル ニューオータニ大阪
２０１６年６月２５日（土）～２６日（日）
大会会場 松下ＩＭＰホール（大阪市中央区城見１－３－７）
懇親会場 ホテル ニューオータニ大阪（大阪市中央区城見１－４－１）
ホストクラブ ホスト
大阪泉北クラブ 大阪サウスクラブ
コホスト 和歌山クラブ・奈良クラブ・大阪堺クラブ
大阪河内クラブ・大阪長野クラブ・和歌山紀の川クラブ
第１９回西日本区大会メネットアワー開催のご案内
２０１６年６月２５日（土）１０:３０～１２:００（予定）
会 場 大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）３ ツイン２１ＭＩＤタワー会議室にて
大会及びメネットアワー共通
最寄りの駅 ＪＲ大阪環状線・東西線「京橋」駅、京阪本線「京橋」駅、
地下鉄「大阪ビジネスパーク」駅

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 山田理学（大阪泉北クラブ）
Ｅ-mail：no.yamada@hb.tp1.jp

※ 東日本大震災復興支援(目標額 200 万円)は今期も継続して実施
しておりますので、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。
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