2017 年２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

岩 本

悟

１月は、西日本区各地で新年合同例会並びに新年例会が開催されたと思います。私は、その内の
２つに参加させて頂きました。
① １月９日

熊本むさしクラブ２０周年と熊本地区合同新年例会です。

熊本むさしクラブは、私が初代会長で約１０年間在籍しお世話になったクラブですから感慨
ひとしおであり、また初代会長が周年行事の理事としてご挨拶できる幸運に感謝でした。ＩＢ
Ｃの韓国から６名、ＤＢＣの京都みやびクラブからもご参加頂き総勢約１２０名でお祝いしま
した。

飯開

輝久雄メン入会おめでとうございます

熊本むさしメンメネットＩＢＣの皆様

② ２１日の中西部合同新年会です。
大阪ＹＭＣＡにて約１００名の参加でした。岡野元アジア会長の進行による鏡割りで宴が始ま
り楽しいひと時で交流を深めました。感謝です。
また１月１５日は、元理事を交えての「ワイズ将来構想特別委員会」に参加しました。元理事の
方々から貴重なご意見を頂きました。これを森田委員長を筆頭とする委員会の中で今後の戦略立案
に反映いたします。
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【後期半年報 報告】
部
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合 計

1,494
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やはり１２月末で退会者が多く、純増５１名でした。後期もＥＭＣへのご協力よろしくお願い申し
上げます。良質の社会人を一人でも多く社会に輩出を！ 目標は６月末で １，７００名です。

つたえ

【奈良 傳 賞 推薦のお願い】
今年度の奈良傳賞受賞者審査に際しまして､同賞に相応しいワイズメンをクラブよりご推薦いただき
たく､ここにご案内とお願いを申し上げます｡ 推薦に関しましては､下記の要領をご覧いただきご考慮の
上､ご推薦をお願い致します｡
１．被推薦者の資格は、 ｢西日本区奈良傳賞資格審査委員会規則｣によります｡
２．所定用紙(西日本区ホームページ・資料庫よりダウンロード)に次の事項を正しくご記入いただき、
推薦書としてください｡
*被推薦者の氏名、生年月日、住所、所属クラブ、メネット名
*被推薦者のワイズ歴およびＹＭＣＡ歴
*推薦理由(ワイズメンズクラブおよびYMCAでのお働きやご功績､その他参考資料)
*その他(クラブ会長以外に推薦者がいらっしゃるときは付記ください｡ 例えばYMCA総主事など｡)
３． 提出先 〒860-0056 熊本市西区新土河原1-3-77-5Ｆ
奈良傳賞資格審査委員会 委員長 岩本 悟
e-mail: cfp-iwamo@spice.ocn.ne.jp Fax096-312-0268
４．提出期限(期限厳守!)
2017年２月28日(火)郵送にて期限までに必着するようお送りください｡
(郵送の前に、 e-mail又は、 Faxにてのご連絡も宜しくお願い致します)
*ご注意
奈良傳賞は､ ｢永年にわたり多くのワイズメンより敬愛され、かつワイズメンの鑑とみなされる有為の人材｣を
表彰し、日本ワイズの創始者奈良傳の名を後世に残すものです｡｢受賞者は１名を原則とし､必ずしも毎年受
賞者を決めるとは限らない｣とあります｡推薦については、被推薦者を含めご他言なさらないようにお願い申し
上げます｡資格審査委員会にて充分な審議を行います｡
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【オフィシャルエージェント決定】
２０１７年７月タイのチェンマイで

第２７回アジア・パシフィックエリア大会＆ＡＹＣが開催

されます。このオフィシャルエージェントを募集した結果（株）トラベルファイブジャパン社の１
社の応募があり、常任役員会にて審議した結果、承認されましたのでご連絡いたします。
尚、登録費の超早期早割が始まっていますので、メール委員を通じてご案内しておりますが、航
空運賃等が未定の為、詳しいご案内は改めてして頂きます。下のアドレスはご紹介のＨＰです。

http://www.ymcachiangmai.org/27thaspacchiangmai/index.html

【西日本区事務所：今年４月から毎週火曜日を休日にします】
先月に続いてのご案内です。西日本区事務所運営委員会と事務所職員の方々との協議により、
2017 年４月から毎週火曜日を休日に致します。これは事務所からの提案によりますが、郵便物の
配送もなく仕事量が最も少ないためです。緊急時の連絡等は区書記または区事務局長に代行して頂
きます。区の財政も逼迫している中、経費節減も目的です。ご理解とご協力をお願いします。
事務所が開いているのは、月、水、木、金曜日の１３時から１７時です。
（祭日は休日）
以上 西日本区理事 岩本

今月の聖句
「わたしについて来たい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、
わたしに従いなさい。」 マタイによる福音書 16 章 24 節
聖書の小窓 「天国への凱旋報告欄を」
西日本区チャプレン 立野 泰博
ある姉妹が「私は毎日、新聞の死亡広告欄をみると溜息がでるのよ。私と同じような年

齢の方なのよね」と言われました。私はその欄を見ないなと思いました。そこで「死亡広
告欄」を見てみました。その方の経歴、喪主の名前、葬儀場所などが書いてあります。姉
妹の「私は毎日、新聞の死亡広告欄をみるとため息がでるのよ」の背後にある本当の思い
は何でしょうか。
自分の死をみつめて生きていく。終わりから見る。イエス様は「あなたの十字架を背負
って私に従ってきなさい」と言われました。十字架とは「死」ということですから、あな
たの死を背負って私に従いなさいといわれました。そして「私が休ませてあげよう」と。
キリスト教は死の後に復活をみています。
キリスト教の死亡広告欄は「復活広告欄」
「神様の国への凱旋報告欄」というのはどうで
しょうか。溜息が平安にかわるかな。死は終わりではないから。
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悟

新しい仲間

西日本区ＥＭＣ事業主任 山藤

12 月に新しく３名が入会されましたので

京都部

渡邉 大介 京都パレス
田中 富基 京都ウィング
九州部 山内 恵美 熊本ひがし

◇２月強調月間

哉

紹介します。心から歓迎いたします。
（敬称略）

ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ・ＳＴＥＰ ｆｏｒ ＡＬＬ

西日本区地域奉仕・環境事業主任 福島貴志
多くの方々がそれぞれの献金に参加できるよう、それぞれの献金の意義を確かめ合いましょう。

そしてその心遣いと思いが、社会を変える一歩に繋がります。献金にご協力下さい。先人が歩んだ道
を私たちワイズメンズが次世代へ。
ＣＳ

地域奉仕のこと。国際のタイム・オブ・ファスト事業の区内推進と、区独自の基金の募金・運

用活動とを合わせ、西日本区ではＣＳ事業と呼んでいます。各クラブは、区のＣＳ活動に参加すると
ともに、関係ＹＭＣＡと協力してその地域社会の求めに応える奉仕の実践を心がけます。従って、Ｃ
Ｓとは、大は地球社会の、小は近隣社会の隣人への、心を込めた奉仕活動です。
ＣＳ資金 ＣＳファンド
区ＣＳ事業のひとつの柱として、国内外からの援助要請に応えて役立てられています。資金源は、
お年玉年賀はがきの当選切手の収益金及び自由献金その他の収入をもって賄われています。
ＴＯＦ

タイム・オブ・ファスト（Time of Fast：断食の時）の略称です。クラブ例会での食事を抜き、

その金額相当分を献金し、国際協会で認定した、発展途上国を主たる対象とする地域支援プロジェクト
に用いる、ワイズメンズクラブ国際協会が全世界的な事業として展開しているプログラムです。日本で
は 2 月を強調月間として実施しています。クラブ例会だけではなく、2 月に開催される、区・部の会合
でも食事を抜いたり、簡素なものにしたりしてその分を献金するよう努めています。
ぜひ、各クラブや個人で取り組んで頂き、節食して食事代相当分を拠出し、難民救済活動や地域奉
仕活動に捧げる運動を広げて頂ければと思います。
具体的には、韓国エリアのワイズメンが実践した「ワイズメン医師団」があります。そのボランテ
ィアは、2016 年２月にカンボジアで奉仕活動を行います。この奉仕活動により我々は遠隔地支援活
動に越境支援という新たな次元を加えることができました。その他の 2015-2016 年度ＴＯＦ事業は
下記の通りです。
◆ミャンマー・カチン州、Myitkyina で実施される
APAY、YMCA シンガポール・ベータークラブ提案のミャンマー・カチン薬物リハビリプロジェクト。
◆パレスチナ・東エルサレムで実施される東エルサレム TOF-GPF 最新情報
YMWC とスウェーデン区提案のプロジェクト東エルサレム YMCA ユース・ポテンシャルズ。
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◆ウルグアイ・モンテビデオの辺境地域で実施されるモンテビデオ YMCA と Y サービスクラブの実
施するプロジェクト、教育格差を埋める社会統合の為の橋。
◆インド・ケララ州フォート・コチで実施される YMCA フォート・コチとコーチン・ウエストワイズ
メンズクラブのプロジェクト、女性の権限・能力強化プログラム＆ユース・資源センター。
◆エクアドル・カントン・クイント・ピチンチャ州で実施される YMCA クイントとエクアドル・クイ
ント Y サービスクラブのプロジェクト、創造的テクノロジー訓練校。
◆インド・ケララ州。アーナクラムの YMCA エアラピュラムとエアラピュラムワイズメンズクラブの
共同プロジェクト、自営によるユースと女性の権限・能力強化。
ＦＦ

家族での断食

家庭での食事を１食抜く、ファミリーファスト(ＦＦ)も行われています。こ

ちらもご協力下さい。今期は、岩国みなみクラブから推薦のあった「ひかりコンサート」の支援を行
う事ができました。
１）ＣＳ献金（お年玉年賀はがき当選シートの目標

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

献金の締め切りは３月 15 日です。期限をお間違えなくご協力お願いします。

後期区費払い込みのお願い
後期半年報に基づき各クラブへ請求書と「払込取扱票」が送付されます。
納付期限は２月 15 日です。よろしくお願いいたします。

西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い
項

目

金

後期区費ほか

額

納入期限

7,500 円

Ｙサ・ユース献金

１人

2,000 円

ＣＳ（地域奉仕活動）献金

１人

1,500 円

ＲＢＭ（ﾛｰﾙﾊﾞｯｸﾏﾗﾘｱ）献金 １人

800 円

ＴＯＦ献金

１人

1,400 円

ＦＦ（ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｽﾄ）献金

１人

800 円

ＢＦ献金
（現金+使用済切手交換分）

１人

1,500 円

ＥＦ献金（記念ごと献金）

１口

CHF120

ＹＥＳ献金

１人

500 円

ＪＷＦ献金

１口

5,000 円

備考

2 月 15 日 後期半年報により請求
国際ＡＳＦを含む
3 月 15 日

切手 2 月 28 日 切手は送付用葉書を同封
現金 3 月 15 日 し、(有)フクオ宛に送付
3 月 15 日

達成クラブは表彰

随時

東日本大震災復興支援金

合計 150 万円

随時 西日本区目標

熊本地震復興支援金

合計 150 万円

随時 西日本区目標
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1）送金はすべて所定の「支払取扱票」（郵便局）で西日本区事務所へ
2）支払人の「氏名」「クラブ名」「電話番号」および「送金項目」「金額」などを必ず記入
3）不明な点は西日本区会計または西日本区事務所にお問い合わせください
※納入期限「3 月 15 日」を厳守してください
遅れると西日本区大会での表彰対象から外れる場合があります。
※東日本大震災復興支援金・熊本地震復興支援金（西日本区目標額各 150 万円）に
ご協力をお願いします

メネット事業支援金の振り込みのお願い
西日本区メネット事業主任

亀浦尚子

今期メネット国内プロジェクトはフリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」を支援しています。沢
山のクラブより温かい支援金を頂き、ありがとうございました。一部、まだ振り込みされてないクラブが
あります、メネット会長さま・連絡員さまどうぞご支援よろしくお願い致します。
学びの旅行「スタディープログラム in 沖縄！」は、
「えすぺらんさ」の８名の子どもたちが参加し実施
する事が出来ました。西日本区ワイズメンズクラブの皆さまご支援のおかげです。こころより感謝申し上
げます。
次の２つめの支援、
「えすぺらんさ」環境整備のお手伝いに向けて、メネットフ
ァンド販売を続けています。各クラブ支援金が集まれば、目標金額に達成出来ま
す。最後までどうぞご協力をお願い致します。
＊振り込み用紙が必要なクラブがございましたら、各部のメネット事業主査様に
ご連絡して下さい。
よろしくお願い致します。

周年記念例会情報
■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）

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
大阪堺クラブ55周年・大阪長野クラブ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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第 20 回 西日本区大会情報
１月 15 日付で第 20 回西日本区大会の案内書と登録のご案内を発送しました。
参加登録は、メンバー個人でのインターネット経由の登録（ＷＥＢ登録）をお勧めしております
が、ＦＡＸによる登録も可能です。
（ＦＡＸでの登録は、代理登録料としてお一人様あたり 300 円
を申し受けます。
）
西日本区のホームページ（http://www.ys-west.or.jp）から『大会登録のページ』にアクセスして
ください。
３月31日までの早期申込なら登録料がお安くなっていますので、早目の登録をお願いいたします。

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

花岡山（熊本市）の梅
１月 30 日（月）午前６時 30 分から
花岡山山頂で熊本バンド 141 周年
記念早天祈祷会が行われました。
熊本洋学校で L.L.ジェーンズの教え
を受けた若者たちは 141 年前のこの
日、花岡山でキリスト教を奉じ、伝道
の誓約をしました。これを記念して
毎年早天祈祷会が行われています。
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