2017 年４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

【熊本水前寺ワイズメンズクラブ

岩 本

悟

設立総会が開催されました】

３月 25 日 15 時からＹＭＣＡ水前寺幼稚園にて、熊本水前寺クラブの設立総会が開催されまし
た。メンバー数は移籍５名、新規入会 20 名、連絡主事１名、合計 26 名です。スポンサーの熊本ひ
がしクラブ岩本芳久会長は、私の理事としての重点目標の１つ「９つの部すべてでエクステンショ
ンにチャレンジを」を受けて活動を開始され、この日を迎えて頂きました。非常に嬉しいし、心よ
り感謝する次第です。又現九州部部長であり、熊本水前寺クラブの宮崎隆二新会長は、チャーター
ナイト迄に 30 名を目指しておられます。このクラブは、YMCA 水前寺幼稚園の支援を通して地域奉
仕と地域の活性化を目的にしています。６月 10 日 西日本区大会のなかでチャーターナイトも予
定されています。多くの方の参加で激励を送りましょう！

熊本ひがし・岩本会長

総会議事進行

宮﨑隆二新会長決意表明

【次期会長・主査研修会

ニューメンバー26 名

開催される】

３月 18～19 日 次期会長・主査研修会が大阪コロナホテルで開催されました。参加者は 136 名
と少し少なかったのですが、講師の方々の熱弁と船木ＬＤ委員長始めＬＤ委員の方々のご奉仕によ
り、充実した研修会となりました。大野次期理事や主任・部長さんの活動方針や計画が発表され熱
心に聞き入っておられました。各クラブとも、次期に向けて方針や計画の着手に入っていただき、
「更なるワイズの活性化」に繋げて頂きますよう切にお願い申し上げます。
1

森田惠三元日本区理事

大野勉次期理事

講師・高瀬稔彦ワイズ

懇親会風景

【各種献金に感謝申し上げます】
３月 15 日締め切りの各種献金に多くのクラブ、メンバーの方々が献金して頂きました。感謝申
し上げます。しかし「０」クラブが約 10%あります。表彰対象にはなりませんが、奉仕クラブのワ
イズメンズクラブとして「０」は無くして少しでも送金をお願いします。これからでもＯＫです。

【各クラブ

実態調査アンケート

に是非ご協力下さい】

「各クラブの実態を把握した上で、ワイズ発展の戦略を考えよう」との考えの元 ワイズ将来構想
特別委員会から区報第２号と共にアンケート用紙が会長さんに送られています。提出期限は３月 25
日でしたが、半数以上が未提出です。是非早期提出をお願いします。

【尾崎

慶子さん

８９歳で新規入会】

昨年 10 月、89 歳で鹿児島クラブに新規入会された方がいます。尾崎慶子さんです。今年２月で
90 歳になられました。私は取材を兼ねて２月末訪問して来ました。尾崎さんは戦争の際、爆弾で右
手に大きな被害を受けられました。
入会の動機は「自分が助けられたご恩返しに、熊本地震被災者を支援したい」との事でした。90
歳とは思えない若々しく活気みなぎるご婦人です。毎日 教会やソプラノの歌で忙しくされていま
す。改めて思いますのが、「人間 年齢ではない」
。心の持ちようであるとつくづく感じます。正に
サムエル・ウルマンの青春とは「真の青春とは、若き肉体のなかにあるのではなく、若き精神のな
かにこそある」です。私も含めて見習いましょう！！！

尾崎慶子さんと岩本理事

【西日本区事務所：この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事。緊急時の連絡等は区書記 又は区事務局長に代行して頂く。ひ
いては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
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悟

◇ ４月強調月間

ＹＭＣＡサービス

ＡＳＦ

「YMCA の愛と奉仕の活動を支援しつつ、
次代を担うユースの育成に力を注ぎましょう！」
西日本区Ｙサ・ユース事業主任

堤

弘雄

大切にしたいワイズ・ユース・ＹＭＣＡの相互理解
西日本区の皆さまの日頃のＹＭＣＡへのご奉仕とユースの育成へのご支援に心より感謝申し上げ
ます。西日本各部をＹＹＹフォーラムなどの機会に参加させて頂いて感じることは、ワイズの皆さ
まが、心からＹＭＣＡを愛しておられること、ユースを温かなまなざしで支援されているというこ
とです。それは凄いエネルギーです。それぞれの取り組みに心より感謝申し上げます。
さて、ワイズメンズクラブを知らないユースリーダーやＹＭＣＡの若い職員もおられます。ユー
スリーダーや若いＹＭＣＡ職員にワイズを理解してもらう機会として、例会に招待されるのも良い
取り組みだと思います。
タイのチェンマイで７月 19 日～23 日の期間開催されるＡＹＣ＝アジア・ユースコンボケーショ
ンもまだ参加者を募っています。これも次代を担うユースの育成の良い機会です

今月の聖句
だれかが何か言ったら、
『主がお入り用なのです』と言いなさい。
聖書の小窓

「あなたが必要なんです」
西日本区チャプレン

立野

泰博

心理学者がある書物のなかで、
「人間の幸福の条件」として五つのことをあげています。
第１に「健康」
、第２に「自分でほどよいと思う程度のお金」
、第３に「美しいことを知る
能力」
、第４に「人間関係」
。そして最後の一つは何だとおもわれますか。それは「朝起き
たときにやらねばならぬ仕事があること」です。
人間関係がどうかで、幸不幸が左右されることはよくあります。この点は大切です。そ
して仕事・奉仕。ほんのわずかの働きでも、自分が人に何か必要とされている。それが私
たちを本当の幸福に導くのです。
奉仕が私たちを幸福にしてくれるのは、こんな私でも必要とされているからです。だか
らこそ私たちが豊かな心になれるのです。それはお金で解決できる豊かさではなく、確実
な手ごたえのある豊かさです。
心の耳を澄ませてみると、イエス様の声が「あなたが必要だ」と聞こえます。あなたが
必要です。
「主がお入り用なのです」
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第 20 回西日本区大会に向けて ～ お知らせとお願い ～
第 20 回西日本区大会実行委員長 入佐孝三
西日本区大会の開催日が近づいて来ました。最終の登録締め切りは５月 10 日となっておりま
す。大会参加予定で未登録の皆さんは是非、期限内に登録をお願いいたします。
今回の大会は第 20 回の記念すべき大会ですが、昨年４月の熊本地震の被害を受け、会場に予定し
ておりました熊本市民会館をはじめ、熊本市内の施設が使用不能となり、前夜祭と大会第１日目の
会場が熊本市郊外の菊池市に変更になりました。
（ＪＲ熊本からバスで１時間余、熊本空港から約 40
分かかります。）そのため、参加の皆様にはご不便をおかけしますが、下記の点にご留意のうえ、円
滑運営にご協力くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
１．会場間の迅速移動にご協力ください
菊池市での前夜祭、大会第１日目に参加される場合、６月９日夕と６月１０日朝にＪＲ熊本駅と熊本空
港からシャトルバスを運行します（有料予約制）ので、ご利用ください。
第１日目夕刻、大会終了後懇親会場の熊本市内ホテルまで、数百人が貸し切りバスで移動します。
土曜日でラッシュアワーの時間帯ですので、場合によっては懇親会のスタートに影響が出るほどの遅延
が予想されます。
担当スタッフの案内に従ってバスの迅速な乗降、移動にご協力ください。
２．大会１日目会場から荷物のホテル配送のご案内
大会１日目終了後の迅速なバス移動のため、登録時にお預かりした大きな手荷物、スーツケースなど
は、宿泊予定のホテルに直接お届けします。混雑を軽減し、時間短縮するための措置です。
また、可能な限り手荷物は小型化していただきますようご協力をお願いします。
３．懇親会のためのお着替えの時間・場所について
大会第１日目会場菊池市文化会館から、懇親会場のホテル日航熊本までのバス移動になりますので、
（特に女性メン、メネットさんの）お着替えのための時間や場所の確保ができません。
ご理解ご協力をお願いします。
４．大会第１日目菊池市での昼食について
菊池市の会場周辺にレストランや食堂などの施設が十分にありませんので、できるだけＪＲ熊本駅や
熊本空港でお済ませになるか、移動のシャトルバス内での食事をお願いします。
上記がかなわない方は、弁当の予約も受け付けます。区大会ホームページの案内をご覧になるか、登録
委員会からの案内でお手続きください。
なお、役員会・準備役員会・代議員会の参加者には弁当が準備されますが、当日弁当代（1,500 円）を
支給予定の交通費から天引き徴収させていただきますのでご了承ください。
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新しい仲間

西日本区ＥＭＣ事業主任 山藤

哉

２月に新しく２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）

京都部
六甲部

2017 年～2018 年度

髙橋 保郎 京都トップス
長坂 泰一 神戸学園都市

BF 代表決定！
西日本区国際・交流事業主任 森田美都子

３年振りに西日本区からＢＦデリゲートを輩出することが決まりました。大阪西クラブの柿島裕
ワイズです。
ＢＦ代表は皆さまご周知の通りブラザーフッド基金から支給される旅費により他地域を訪問する
代表者のことです。
柿島ワイズはパーシャルグラントとしてタイのチェンマイで７月に開催される第 27 回アジア大
会への出席が決定いたしました。海外経験豊富な柿島ワイズがＢＦ代表としてより実り多き経験を
積み、その意義ある大会レポートを我々にシェアしてくださる期待感が自ずと膨らみます。
柿島裕ワイズ、自身のスタイルでアジア大会をフルに楽しんでください。Congratulation!!

ワイズメンズワールド 2015-2016 年度第 4 号について
ワイズメンズワールド印刷担当

三浦克文

ワイズメンズワールド 2015-2016 年度第 4 号（日本語版）が、谷本康秀翻訳編集委員長のご奉仕
により刊行されました。
しかしながら、今号は会員の皆様方への冊子としての配布はいたしません。
西日本区ホームページ http://www.ys-west.or.jp/

の資料庫 にＵＰしますので、

そちらに入られ、各自ご覧いただきますようお願いいたします。
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周年記念例会情報
■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）

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

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

民営「かくれキリシタン民俗資料館

サンタ

マリア館」
（天草市有明町 国道 324 号沿い）。
1987 年に、以前から収集していたキリシタン
関連資料を収蔵展示する施設を地元の郷土史
家が開設。この建物は２代目（2012 年）だが、
熊本地震以降、入館者が激減し存続の危機に
ある。同館存続に向けての運動が地元住民を
中心に立ち上がった。
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