2016 年７月 1 日発行

理事主題
「ワイズ魂で

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit !

―定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！―
Doubling membership through having substantial meetings and active service !
西日本区理事

第 20 代西日本区理事を拝命いたしました熊本にしクラブ・岩本
私はまたの名を渡り鳥の岩本、補足の岩本と呼ばれています。
これからの１年間、よろしくお願い申し上げます。

岩 本

悟

悟でございます。

まず今回の熊本地震にあたり、日本のワイズメンのみならず台湾や韓国のワイズメン等、世
界中のワイズメンから心温まる激励やご支援を沢山頂きました。心より感謝申し上げます。改
めてワイズの素晴らしさと絆を実感し、ワイズメンとしてのプライドを強く感じております。
更には、私達が支援するＹＭＣＡの素晴らしさです。地震後、全国のＹＭＣＡから避難所
となっている益城町総合体育館や御船スポーツセンター、阿蘇ボランティアセンターに多く
のスタッフが駆けつけてご奉仕頂きました。赤いビブスを来たボランティアの献身的な奉仕
に、地域の方々から賞賛の声が多数寄せられています。
本当にありがとうございます。
私は今期の重点目標として、以下の３つを掲げました。
１つ目は「愛と奉仕の精神」で活発な奉仕活動の実践をお願いいたします。
２つ目は「定例会」の充実です。
これはハード・ソフトの両面でお願いします。
会場も入会式とか、ビジターをお呼びする事を考えますと格式のあるホテルが望まし
いのではないでしょうか？
また、何と言っても「おもてなし」です。
ビジターが、
「自分は歓迎されているんだ」
「居心地がいいなー」と実感できるように
メンバー全員でおもてなしをして下さい。
更には、この人の「卓話」だったらぜひ聞きたいと思われるような方をゲストとして
お呼びしましょう！
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３つ目は「9 つの部」全てで エクステンションにチャレンジを！です。
西日本区１期目の佐々木理事の時は、京都トゥビーや熊本むさしなど５つのクラブが
チャーターしました。やってやれない事はないのです。
是非、真剣にチャレンジして頂きたいと思います。
以上、３つの目標を達成する為に２つのお願いがあります
１つ目は、今までに区役員・部役員・クラブ会長を経験された方は、ワイズの必要性や社
会的な意義、ワイズの醍醐味や魅力を存分に満喫されていると思います。是非、その素晴ら
しさを多くの方に伝えていただき、ＥＭＣにつなげて頂きたいと思います。役員経験者の率
先垂範をお願いします。
２つ目は、総主事や連絡主事等、ＹＭＣＡ関係者の方にお願いです。言うまでもなくワイ
ズはＹＭＣＡの応援団です。応援団を増やす事が、ＹＭＣＡの活性化、繁栄につながるのは
間違いございません。
ＹＭＣＡには、理事や常議員、運営委員やプログラム会員の保護者、リーダーのＯＢ・Ｏ
Ｇ等、ＹＭＣＡを理解している。ＹＭＣＡに好意を持っている方が沢山いらっしゃいます。
いちいちＹＭＣＡとはなんぞや、と説明する必要もありません。そのような方々に対して、
ワイズを紹介していただきメンバーになって頂きましょう！！！ そうしたら、今までの一
運営委員、一保護者からワイズメンとして二本のパイプ・二重の応援者となり、絆は更に強
く太くなります。以上２点よろしくお願いいたします。
最後に、私自身目標達成の為にワイズに命を
捧げるつもりで東奔西走頑張る決意です。今の
私があるのも、先輩ワイズメンはじめ多くのワ
イズ仲間のお蔭です。ワイズにご恩返しするつ
もりで一所懸命頑張ります。皆様のご支援ご協
力を切にお願い申し上げます。

地震前の熊本城と金峰山（きんぽうざん）

【速報】

第２回東西日本区交流会

以下の日程で開催します

日時：２０１７年２月４日（土）～５日（日）
場所：日本ＹＭＣＡ同盟国際青少年センター 東山荘（全館

貸し切り）

２０１６年６月４日

東日本区大会１日目懇親会終了後の第１回会合で開催が決定

２０１６年６月25日

西日本区大会１日目懇親会終了後に第２回会合

開催

実行委員長：田中博之東日本区元理事、副委員長：遠藤通寛西日本区直前理事

皆様

まずはスケジュールの確保を、お願いします。
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◇７月の強調月間 ＥＭＣ-ＭＣ
ＭＣは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく充実した例会運営を
図り、メンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作りを目指しましょう！
メンバー１人１人が楽しく充実した例会運営を行い、メンバー全員がゲスト（メンバー
候補）をお誘い出来る様にしましょう。
そして退会者を出さない様メンバー間の気配りも大切に！
メンバー１人１人の「ちょこっと変革」が良いクラブ作りになるのではないでしょうか！
ＥＭＣ事業主任 山藤 哉（京都グローバル）

今月の聖句
わたしの口から出るわたしの言葉も
むなしくは、わたしのもとに戻らない。
それはわたしの望むことを成し遂げ
わたしが与えた使命を必ず果たす。（イザヤ書 55 章 11 節）
聖書の小窓「使命と生命」

西日本区チャプレン 立野

泰博

「心にしみる名僧・名言逸話集」に次のようなことが書かれてありました。
「人間が生まれたのには何か使命があるのだろう。使命とは、この自分の命
を使うことであり、生命とはこの自己の命を生かすことだと気がついた」。
この言葉の前にいま立ち止まっています。神様からいただいたこの命を使う
とは、どのようなことでしょうか。この命を生かすにはどうしたらよいでしょ
うか。使命と生命。もし与えられた命を自分のためだけに使うとしたら・・・。
そうありたくないと思います。
神様と隣人のために与えられた命を使うとき、この命は生かされます。新し
くはじまる時、私たちの「ミッション」を確認して出発です。神様はその使命
を必ず果たして下さいます。
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【理事目標】

2016―2017 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）

RBM （ロールバックマラリア）献金

１人当たり ２，０００円

地域奉仕活動献金（CS)

１人当たり ８００円

YES (Y's Extension Support)献金
１人当たり １，５００円

TOF (Time of Fast) 献金

１人当たり ５００円

東日本大震災復興支援献金
１人当たり １，４００円

1 人当たり １０００円 合計 15０万円

熊本大震災復興支援献金

FF (Family Fast) 献金
１人当たり ８００円

BF （Brotherhood Fund)) 献金

1 人当たり １０００円 合計 15０万円

E （Extension)

（現金+使用済切手交換分） １人当たり １，５００円

EF (Endowment Fund) 献金

新クラブ設立 +５クラブ

MC （Membership ＆ Conservation)

記念ごと献金 1 口 CHF120 合計 CHF ３，０００

JWF (Japan West Y's Men's Fund)

会員数増強 前期末+４００名

情報発信

記念ごと献金 1 口５，０００円 合計５０万円

区報 年３回 、理事通信 年１２回

LT (Leadership Training)
次期役員研修会、次期会長・主査研修会 各１回

【2016－2017 年度
部

各部部会開催予定】

開 催 日

曜日

部

2016年８月28日

日

名鉄ニューグランドホテル

名古屋

中 西 部

2016年９月３日

土

ホテルグランビア大阪

大阪高槻

阪 和 部

2016年９月４日

日

和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

和歌山紀の川

京 都 部

2016年９月11日

日

グランドプリンスホテル京都

京都プリンス

びわこ部

2016年10月８日

土

琵琶湖汽船 ビアンカ船上

彦根

瀬戸山陰部

2016年10月15日

土

ピュアリティまきび

岡山

西中国部

2016年10月29日

土

山賊

岩国みなみ

九 州 部

2016年10月２日

日

ＡＮＡクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ

熊本ひがし

六 甲 部

2016年11月12日

土

ラッセホール

西宮

中

開 催 地：会 場
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ホストクラブ

北京都フロンティアワイズメンズクラブ設立総会が開催されました！！
６月 19 日（日）に（仮）北京都フロンティアワイ
ズメンズクラブ設立総会及び設立記念式典に参加し
て参りました。京都の北部の町「舞鶴」の地に京都部
で 19 個目のクラブが誕生です。北京都フロンティア
クラブのメンバー21 名の内 17 名が参加されました。
平均年齢 40 歳と言う、若い活気あるクラブです。
クラブの名前に「舞鶴」と言う地名を付けずに、
京都府の北部の地域の活性化と共に、クラブも発展
する様に考えて「北京都」とされた様です。そしてこれからはフロンティア精神のもと、地
域とクラブの発展を期待しております。チャーターナイトは９月 11 日の京都部部会の中で
行われます。
ＥＭＣ事業主任 山藤 哉（京都グローバル）
周年記念例会情報

６月 25 日現在

呉ワイズメンズクラブ創立２５周年記念例会
2016年７月23日（土）15：30～
会場：広島ＹＭＣＡ３号館４階
懇親会：レストランＴＯＷＡＮＩ
会費（一般1万円、コメット3,000円）
金沢 YMCA70 周年記念式のご案内
2016 年７月 30 日(土)14：00 から金沢都ホテルで式典・講演会・祝会が開催されます。
第１部
記念式典
14：00～14：25 （無料）
ゴスペル公演 北陸グレース・マスクワイア 14：25～14：45
第２部
記念講演
14：45～15：45
山田公平氏
写真撮影
15：50～16：20
第３部
記念祝会
16：30～18：30 （参加費：一般１万円、学生 3,000 円）
前期半年報提出についてのお願い
「前期半年報」の提出期限は、７月 10 日です。７月１日現在の会員数などを記入して、所
属の部長宛にメールでお送りください。半年報書式は、理事事務局からメールでお送りしま
すが、西日本区ホームページからもダウンロードできます。
第１回役員会開催
７月 16 日（土）・17 日（日）にホテルクライトン新大阪で開催されます。役員会の決議
事項などは、区報や西日本区ホームページなどでご覧になることができます。
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には、理事通
信をご利用ください。毎月 25 日までにメール文章で、理事事務局長宛お送りください。
理事事務局長

水元裕二（熊本にしクラブ）

E－mail：mizumped@lime.ocn.ne.jp
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