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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 ዝ ዝ

ዝ

２年半ぶりに、新クラブがチャーター
２０１６年９月１１日 京都トップスクラブ、京都グローバルクラブを始め京都部がスポンサー
となって「北京都フロンティアクラブ」が無事チャーターナイトを迎えられました。西日本区８
４番目のクラブです。舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校を支援する為と明確な目標をもって活動が始
まりました。辻 直紀会長以下２１名。平均年齢４０歳代前半と若いクラブです。フロンティア・
スピリットを原動力に突き進んでいきます。と力強く辻会長が決意表明されました。チャーターに
当り、船木設立準備委員長、高橋チャーターナイト実行委員長、廣井部長始め京都部の皆様に感謝
申し上げます。

京都部 廣井部長

伝達式授与

辻会長がバナー紹介

各部部会が始まりました
８月２８日（日）西日本区の初陣を飾って、中部部会が１２５名の参加のもと、名鉄ニューグラ
ンドホテルで開催されました。メネットアワーでは、メネット事業国内プロジェクト支援先の小田
哲也エスペランサ代表がフリースクールについて、解りやすくご紹介頂きました。また部会では、
五月女外務省参与によって「国際協力の意義」と題して大変興味深いお話を頂きました。
９月３日（土）中西部部会がホテルグランヴィア大阪で開催。まず合同メネット会で大阪ＹＭＣ
Ａ国際専門学校 公原恵理子表コミ学科主任による「不登校の私が舞台に」の動画は印象的でした。
改めてＹＭＣＡの社会性の高い事業に感銘し、その動画のアドレスを聞いて皆さんに紹介いたしま
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した。http://www.ytv.co.jp/ten/sp/index.php?dateList=201603
また部会では、長年ロータリアンであり天台宗 神峯山寺 近藤代表住職による「海外ボランテ
ィアあれこれ」ではホームスティの素晴らしさと厳しさを勉強させられました。
９月４日（日）阪和部部会が、１３８名の参加のもと、和歌山ＹＭＣＡにて開催されました。
「阪和部は１つ」との掛け声の中、非常にまとまった部会でした。特徴的だったのは、入会して間
もない若い会長さんが多いという事です。更にその若い会長をベテランメンバーが支えて、育てて
いる感がありました。また若いＹＭＣＡリーダー達の応援やイベントによる盛り上げもＹＭＣＡと
ワイズの一体感を醸し出しており、嬉しい光景でした。
京都部会は、９月１１日チャーターナイトの後、４００数十名の参加のもと、グランドプリンス
ホテル京都にて開催されました。廣井部長の主題「子どもたちの未来の為に我々ができる事」その
ものに「のびっこ太鼓」や「洛北高等学校 吹奏楽部」の演奏はお見事でした。最後は歌って踊っ
て、私は翌日 足腰が筋肉痛を起こしてしまいました。
各部、部長さんによる想いと個性豊かな演出で非常に楽しい有意義な部会を展開して頂いており
ます。
10 月も４つの部会があります。人生をワイズをエンジョイするために１人でも多く参加してくだ
さい。

中部

川口部長

中西部 西野部長

阪和部 生駒部長

一挙に６名の入会式
９月 24 日（土）北九州クラブの 60 周年記念例会が、80 数名の参加のもと、盛大に開催されまし
た。その中で非常に嬉しかったのが、男性１名、女性５名、計６名の入会式が挙行された事です。
一時は４名まで会員が減りクラブ存続の危機がありましたが、見事に復活し今回の入会式を含め
ると１５名とグッドスタンディングクラブの仲間入りです。更に参加者の中には元メンバーも２～
３人おられましたので、改めて入会をお勧めしました。最後は名物の「炭坑節」を全員で歌って踊
って散会となりました。
入会式後

松田会長
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ひとつのことを主に願い、それだけを求めよう。
詩編 27 編４節
聖書の小窓

ዝዝዝዝዝዝዝዝ
西日本区チャプレン

「花」

花はなぜうつくしいか

立野 泰博

ひとすじの気持で咲いているからだ
八木重吉

暑い日がつづきました。夏だから仕方のないことですが、今年はまた特別
の暑さでした。やっぱり早く涼しくなってきた秋は素敵に見えます。
そんな夏の日、牧師館の横にある日々草が太陽にむかって咲いている姿を
みて、
「ひとすじ」の気持が伝わってきました。この気持ちに信仰を見る思い
でした。夏の予定もおわり、秋へとすすんでまいります。秋にはどんな花が、
「ひとすじ」の気持で咲いてくれるか楽しみです。そのような花をこの世に
造ってくださった神様に感謝する時にしたいと思います。神様が造られたも
のは、「ひとすじ」の時が美しいのです。
詩編は「ひとつのことを主に願い、それだけを求めよう」と教えています。
このひとつは神様にひとすじに向かっている信仰と同じです。ひとすじの信
仰、ひとつの願い。あなたはどのように神様に向かいますか。
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BF・EF
西日本区国際・交流事業主任 森田美都子
（京都パレスクラブ）

「国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である国々を周知する目と心と義務を育て、
より BF・EF への意識を高めましょう！」

BF (brotherhood Fund )は BF 代表や国際役員の公式旅行の費用に充てるために全ワイズメンが積み立
てる基金です。
使用済切手換金分 ＋ 現金 にて一人当たり￥1,500（クラブ目標＝メンバー数×￥1,500）
西日本区全体目標額 ￥2,000,000
EF（Endowment Fund）はワイズダム発展のために会員やクラブなどからの寄付・遺贈などによっ
て集められた基金です。
西日本区全体年間目標額 ＵＳ弗 3,000（約 30 万円）
各ワイズメンの参加する意識が明日へのワイズダムの活性化に繋がります。それぞれの目標達成に向け
てご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
2017 年度のＢＦ代表募集がスタートしました。献金条件を満たしたメンバーは 65 歳以下であればどなた
でも応募できます。新しいワイズを経験しましょう。
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2017/18 年度

ＢＦデレゲート（ＢＦ代表）募集のご案内
西日本区国際・交流事業主任

森田美都子

国際のＢＦＥＣＣ（ＢＦ支出委員会委員長）から、2017/18 年度のＢＦデレゲート募集の詳細が参り
ましたので、ぜひご応募いただきますよう、下記のとおりご案内いたします。
記
○フルグラント（２～５週間 ＢＦ規定に定める費用全額補助）

BF 17/18- 02
アジアパシフィック
発

期間:2018 年５月―６月
目的:クラブ訪問－区大会参加

受け入れ地域／区

到着:コペンハーゲン、デンマーク

ヨーロッパ/デンマーク

出発:コペンハーゲン 、デンマーク
BF 17/18-03
アジア発

期間:2017 年８月（日程未決定）

受け入れ地域／区

目的:ＹＭＣＡブックフェア参加
到着:ランバート セントルイス

アメリカ合衆国

出発:ランバート セントルイス
○パーシャルグラント（BF 規定に定める費用一部補助）
アジア地域から 3 名 2017 年地域大会【タイ、チェマイ】出席の一部補助 500 スイスフラン
BF 14/15－23～25
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎BF 代表応募に関する日程（フルグラント、パーシャルグラントとも） ※各日付は相手方到着日
●2016 年 11 月１日までに、完成された応募申請書式ＢＦ－２が区理事のもとに到着していること。
（同様に、そのコピーがＢＦＥＣＣ及びアジアエリア会長に航空便で到着していること）
●2016 年 11 月 15 日までに、区理事は、提出されたＢＦ－２をチェックし、署名済みＢＦ－３とともに
アジアエリア会長に提出。
●2016 年 12 月１日までに、アジア会長はＢＦ－３を完成しＢＦ－２とともにＢＦＥＣＣに提出。
●2016 年 12 月開催予定のＭＹＭ（年央会議）に、ＢＦＥＣＣから選考結果を提出、承認。
以上ですが、応募される方については、区理事のＢＦ－３書類作成の関係もありますので、できる
だけ 10 月中旬までに区理事宛ご連絡ください。また、国際交流事業主任、理事事務局、及び区事務所
において、それ以前であっても、ご相談をお受けいたしますので、遠慮なくご連絡ください。

阿蘇ミルクロード
阿蘇外輪山南部大津付近から大
観峰、やまなみハイウェイを経て
外輪山北東部に至る阿蘇山を眺
望する草原道路

4

第 20 回 西日本区大会情報
当初会場に予定していた熊本市民会館が熊本地震により被災し使用不能となりましたので、１日
目の会場を菊池市文化会館に変更しました。菊池市まではシャトルバスを運行します（熊本駅から
50 分、熊本空港から 25 分）
。
前夜祭から参加いただき、お肌にしっとりなめらかな菊池温泉をご堪能ください。

2017年６月９日（金）前夜祭
６月10日（土）大会第１日
懇親会
６月11日（日）大会第２日

ዝዝዝዝዝዝዝዝዝዝ ዝዝ

菊池温泉 笹乃家
菊池市文化会館
ホテル日航熊本
ホテル日航熊本
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部
開 催 日
曜日
開 催 地：会 場
ホストクラブ
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

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

いろり山賊

岩国みなみ

六 甲 部

2016年11月12日

土

ラッセホール

西宮

次期役員研修会開催
10 月 22 日（土）
、23 日（日）に次期役員研修会が開催されます。
出席対象者で未登録の方は早急に登録をお願いします。
日
時 10 月 22 日（土）13 時～23 日(日)15 時
場
所 ホテルクライトン新大阪
大阪市淀川区西中島２－１３－３２
TEL(06)6885-1211
http://www.claiton.jp/shin-osaka/
登 録 費 17,000 円
出席対象者 現・次期西日本区役員、次々期区書記・会計、
（推奨：次期部書記・会計）
出欠連絡先 今期の皆様は亀浦書記へ、次期の皆様は進藤次期書記へ

第 19 回 日本ＹＭＣＡ大会のご案内
西日本区連絡主事・日本ＹＭＣＡ同盟 有田

征彦

2016 年 10 月８日（土）～10 日（月・祝）の日程で第 19 回 日本ＹＭＣＡ大会が、新たに生まれ変
わりましたＹＭＣＡ東山荘にて開催されます。期間中、ＹＭＣＡ東山荘新本館献堂式＆ガーデンパ
ーティーなども予定されております。現在、運営スタッフも含め、全国から約 250 名の参加申込を
頂いております。本年度のＹＭＣＡ大会ではユースがバリアを超えて責任ある発言をする勇気、シ
ニアが愛を持って耳を傾ける姿勢。こうした一人ひとりのチャレンジによって、よりユースが“生
きる”コミュニティをＹＭＣＡから創っていく事を願い『ユースエンパワメントを加速する～私た
ちの活動が社会を変える～』をテーマに掲げています。９月 20 日にグランドオープンしました、新
東山荘でワイズメンズクラブ西日本区の皆様をお迎えいたします。
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周年記念例会情報
■2016年11月12日（土）

熊本ジェーンズクラブ30周年記念例会
ＡＮＡクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ

■2016年11月20日（日）

大阪西クラブ30周年記念例会
ホテルクライトン新大阪

西日本区ＥＭＣ事業主任

新しい仲間

山藤

哉

７月 11 名、８月 12 名、合計 23 名が新しく入会されましたので
紹介します。心から歓迎いたします。

７月

８月

びわこ部 金澤 芳夫
京都部
阪和部
六甲部

彦根シャトー

岡村 遍導

滋賀蒲生野

相澤優三子

京都グローバル

金城

京都グローバル

隆

島田 榮一

大阪サウス

冨尾 佳孝

京都部
阪和部

入江 直美

京都ウェル

秋久 成人

京都ＺＥＲО

濱口 洋一

和歌山

吉田

和歌山

晋

西中国部 福原 秀穂

広島

大阪長野

野口 友希

岩国

安倍 広隆

神戸ポート

松谷

岩国みなみ

高見

神戸ポート

宏

九州部

修

澤山 清美

北九州

西中国部 安藤 徹哉

広島

上野喜久恵

北九州

九州部

熊本ジェーンズ

植山 郁子

北九州

熊本みなみ

伊藤 七海

熊本ひがし

下田 芳郎

熊本にし

橋本

亮

北條 将人

（敬称略）

ＳＴＥＰ留学

デンマークから Esben 君！

西日本区国際・交流事業主任

森田美都子

東日本区で手厚い交流を深めた後、９月 22 日大きなキャリーケース
二つと共に京都に降り立ちました。楽しい西日本区ＳＴＥＰ留学が始ま
りました。10 月 13 日までのホストファミリーとの日程表をご紹介いた
します。部会などでお会いするチャンスも多いと思います。
ぜひ温かい握手で WELCOME!!
鹿児島クラブ例会に
参加したエスベン君
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よろしくお願いします。
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各部会メネットアワー報告
西日本区メネット事業主任

亀浦

尚子

９月はメネット強調月間でした。
メネット事業方針・メネット事業国内プロジェクトの理解を深める為に、各部会、各クラブに於いて
メネット例会を企画して頂きました。９月までに４つの部会でメネットの集い・メネットアワーが開催
されました。

＊中部部会メネットアワー
2016 年８月 28 日（日）11：00～12：00 名鉄ニューグランドホテル
メネット事業主査：郷戸正光（四日市クラブ）
主題「メネット事業への理解を深め支援しよう。
」
＊箱崎自由学舎「えすぺらんさ」代表 小田哲也氏の講演を聴き中部のフリースクール支援に
繋げたい。

＊中西部合同メネット会
2016 年９月３日（土）10：00～11：00 ホテルグランヴィア大阪
メネット事業主査：澄川菊代（大阪セントラル）
＊大阪ＹＭＣＡ国際専門学校表現コミュニケーション学科主任 公原恵理子氏講演
「多様な不登校生からの学び」生徒の変化・成長していく姿から学ぶ

＊阪和部メネットの集い
2016 年９月４日（日）11：00～11:45 和歌山ＹＭＣＡ
メネット事業主査：西岡妙子（和歌山紀の川）
主題「力を合わせて和気アイアイ」
＊フリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」のＤＶＤ視聴

＊九州部合同メネット例会
2016 年９月 18 日（日）12：00～14：00 ホテル日航熊本
メネット事業主査：平山美保（熊本ひがし）

亀浦メネット事業主任と小田
哲也氏（えすぺらんさ代表）

主題「愛を持ってファミリーとして生きましょう！」
＊箱崎自由学舎「えすぺらんさ」代表・小田哲也氏

卓話

自立の為のプログラム「スタディープログラム in 沖縄」みんなで共に作り・みんなで参加した
修学旅行実施報告、全国の不登校の現状などについて

＊京都部会 2016 年９月 11 日（日）15：00～20：00 グランドプリンスホテル京都
メネット事業主査：西村博（京都プリンス）
＊部会に於いてメネット事業ファンド（ふりかけ・タイピーエン・藍染め小物）販売
※詳細はメネット事業通信にて報告致します。

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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