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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

岩 本

悟

11 月 22 日早朝 福島県沖で地震発生。同時に津波警報が発令されました。５年前の 3,11 のよう
な大震災にならなければいいが？ との想いでテレビに３時間ほど釘づけでした。幸いにも大きな
被害には至らなくてよかったです。
さて早いもので今期も半期を過ぎようとしております。12 月は楽しいクリスマス例会で盛り上げ
て下さい。また同時に楽しい例会には、ぜひ友人知人家族など多数のビジター同伴でお願いします。
このように楽しい例会には、ビジターを呼ぶチャンスです。ワイズをＰＲするためにも多数の参加
と他クラブ訪問も積極的に参加される事をお勧めいたします。
10 月 29 日 岩国の「いろり山賊」にて西中国部部会がありました。この日は同時に岩国みなみク
ラブ５周年記念例会も同時開催され、メネット、コメットも参加されての入会式もありました。

会場前ﾊﾛｳｨｰﾝがお迎え

【ＥＭＣ関係報告】
佐竹部長のご挨拶

ファミリー参加での入会式

部会の最後、六甲部部会が 11 月 12 日に 125 名の参加を得て神戸で開催されました。
第２部は、長井部長の想いがこもった「六甲部の現状と将来」と題して、部長自ら部内を分析さ
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れた資料を基に発題されて、その後各クラブから活動内容の報告がありました。

長井部長のご挨拶

発題内容

各部会は、各部・各部長の個性がにじみ出て気づきのある素晴らしい部会で楽しい想い出が沢山
出来ました。お世話頂いた方々に深く御礼申し上げます。
また 11 月は、第２回西日本区役員会を開催しました。場所はいつものクライトンに変えて熊本の
地震後を見て頂こうと、１日目は熊本ＹＭＣＡ本館にて。終了後、阿蘇キャンプ場に場所を変えて
懇親会。ここには五嶋直前九州部長の「牛肉の丸焼き」もあり大いに喜んで頂きました。
２日目終了後 益城町総合体躯館の避難所だった場所やワイズ主導で支えた体育館の布張り天井
などもご覧頂きました。詳しい議事内容は、区報第２号をご覧くださいませ。

全員で集合写真

懇親会 大変な盛り上がりです

益城町綜合体育館前にて

【ＥＭＣ関係報告】
１）ＭＣ：期首からのメンバー推移
部
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合 計

1,494

1,549

55

２）Ｅ：エクステンション関係
９月11日、北京都フィロンティアクラブが21名でチャーターされた事は既にご報告した通りです。
新しい動きとしまして、熊本ＹＭＣＡ水前寺幼稚園を主なサポートとする熊本水前寺クラブが、
10月に設立準備委員会、11月15日に第１回仮例会として立ち上がりました。目標は３月に設立総会、
６月の区大会の中でチャーターナイトを考えておられます。近隣に知り合いの方がおられましたら、
ご紹介をお願いします。
更に佐竹早苗西中国部部長や広島クラブを中心に、西中国部でも動きが始まりました。９月、10
月、11月と設立の為の検討委員会を開始されました。今後の展開が楽しみです。
また富山や和歌山県田辺市での、話も聞いております。近隣の方々のご支援よろしくお願い申し
上げます。
３）入会式：11月７日 熊本ひがしクラブで、４名の入会式がありましたので立会も含めて参加さ
せて頂きました。男性２人 女性２人
です。
12月も入会式とか。さすが部長のホストクラ
ブです。
このまま推移しますと、私が掲げました年度末1,700名も
夢ではなさそうです。
（文責：岩本 悟）

【東西日本区交流会】
先月の理事通信でもご案内しましたが、来年２月４－５日 新しくなった東山荘で第２回東西日
本区交流会が 12 年ぶりに開催されます。交流プログラムでは、研修会だけでなくＤＢＣ交流・ダン
スや歌あり。おやつタイムは、京都キラメキグループのラーメンも出ますし、懇親会では東西対抗
ゲーム等楽しいプログラムを準備して皆様をお待ちしております。11 月 14 日から受付が始まりまし
た。各部の部長さんは、部内に呼びかけと参加要請をお願いします。

【オフィシャルエージェント募集】
2017 年７月 タイのチェンマイでアジア・パシフィックエリア大会＆ＡＹＣが開催されます。
大会に参加される皆様の安全と利便性を考慮して、オフィシャルエージェントを募集します。
応募要件 ①海外旅行を主催・企画出来る資格を有する事業者である事
②緊急の場合は、日本国内で対応ができる事業者である事
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③ワイズの国際大会の登録・運営について知識がある事業者である事
応募期限 2016 年 12 月 25 日
申込先
西日本区書記 亀浦 正行

◇12 月の強調月間

ＥＭＣ－Ｅ・ＹＥＳ
西日本区ＥＭＣ事業主任

山藤

哉
Ｅは（エクステンション）新クラブを設立する事。ＹＥＳは新クラブ設立支援に使わ
れます。献金で集められた資金は集められたエリアの中で使われます。
エクステンションは各部で少しずつ芽が出てきています。大切に育て岩本理事が掲げ
ておられる「９つの部」すべてでエクステンションにチャレンジを！！ 各部・各ク
ラブで実現してもらいたいと思います！！

新しい仲間

10 月に新しく 14 名が入会されましたの
で紹介します。
心から歓迎いたします。
（敬称略）

びわこ部 田中 浩文 長浜
京都部
清田 真一 京都東稜
櫻井 啓孝 京都パレス
四方 秀和 京都ウエスト
阪和部
山口 ルミ 奈良
佐藤 由佳 奈良
五十棲恵子 大阪堺

西中国部
九州部

王
革
広島
岡田 靖弘 岩国みなみ
坂井さゆり 熊本むさし
鵜池 彰子 熊本にし
能地 宏明 福岡中央
小林 史明 宮崎
尾崎 慶子 鹿児島

西日本区第２回役員会
11 月５日（土）、６日(日)の２日間にわたって熊本中央ＹＭＣＡと阿蘇ＹＭＣＡに於いて、西日本
区第２回役員会が開催されました。９つの議案と２つの協議案について熱心に討議され、各事業主
任と部長、常置委員会・特別委員会委員長よりの活動報告もありました。役員会終了後には熊本地
震で大きな被害が出た益城町の視察も行いました。
協議内容等につきましては、区報、区ホームページに掲載いたしますので、ご覧ください。
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開

今月の聖句
「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼
ばれる。」この名は、「神は我々と共におられる」という意味である。
マタイによる福音書
聖書の小窓

１章 23 節

「目をつぶって見えるもの」
西日本区チャプレン

立野

泰博

「サンタクロ－スがすねちゃった」という傑作絵本があります。子供達にとって、
サンタクロ－スはクリスマスの楽しみです。この絵本では二人の大人が、「もうごぞ
んじですか、サンタクロ－スなんていないんですよ」といったことから始まります。
そしてなんと次の日の新聞のトップニュ－スが「サンタクロ－スはいない」と書いた
から大変です。それを読んだ世界中のサンタクロ－スがすねちゃった。世界サンタ会
議まで開いて、今年は何も配らないということになってしまいました。残りはどうぞ
絵本で読んでください。
私はこの本が大好きです。なぜならこの本の最後にサンタクロ－スがこう言うので
す。「目をつぶって見てごらん。サンタクロ－スの姿が見えてきたでしょう。見える
ものはちゃんといるんだよね」。あなたはどうですか。目をつぶってみてイエス様が
見えますか。見えるお方はいまあなたと共におられるのです。
クリスマスおめでとうございます。

周年記念例会情報
■2017年１月９日（祝・月）
■2017年２月11日（祝・土）
■2017年４月１日（土）
■2017年４月２日（日）
■2017年４月15日（土）
■2017年５月14日（日）

熊本むさしクラブ20周年記念例会
ホテル日航熊本
大阪なかのしまクラブ20周年記念例会
ホテルグランヴィア大阪
長浜クラブ30周年記念例会
北ビワコホテルグラツィエ
堺クラブ55周年・長野クラブ40周年 合同記念例会
ノバティホール(河内長野駅前市民センター)
彦根シャトークラブ35周年記念例会
XIV（エクシブ）琵琶湖
名古屋東海クラブ50周年記念例会
マリエカリヨン名古屋
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後期「半年報提出」のお願い
半年報は、西日本区の現状を把握する資料であり、区費や負担金等の算出基盤となる重要な資料
となります。各クラブ会長は下記の点にご注意の上、提出期限厳守で所属する部の部長までご提出
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
12 月中旬ごろに後期半年報のご案内を「半年報」用紙添付の上、クラブ会長に送信させていただき
ます。
また、西日本区ホームページ（http://www.ys-west.or.jp/）の資料庫からＰＤＦ，Word データとも
にダウンロードできます。御協力を宜しくお願いいたします。

西日本区事務所

年末年始のご案内

12 月 29 日（木）～１月３日（火）の間、休ませていただきます。
１月４日、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

大江天主堂
キリスト教解禁後、天草で最も早く造ら
れた教会。現在の建物は 1933（昭和８）
年、フランス人宣教師ガルニエ神父が地
元信者と協力して建立した。
ロマネスク様式。

6

