
 

                                 

秋真っ盛り！ワイズの秋！ 

西日本区理事 大野 勉（神戸ポート） 

 一雨ごとに寒暖の差が大きくなり、秋が日本列島を覆い包みます。 

 何かと行事の多い秋ですが、各部・各クラブにおかれましても、様々な有益

な行事に取り組まれている様子がブリテンから伺えます。ワイズの活動そのも

のが私たちの宝物です。多くの人と宝物を分かち合いましょう。地域と共に、

ワイズの活動を広げましょう。 

 また、10 月 1 日には、いよいよ待ちに待った「YMCA の新ロゴ」が発表されます。 

 「見つかる・つながる・よくなっていく」YMCA と共に、大きく前進したいものです。 

 

10 月は、EF/BF の月、国際・交流事業の強調月間です。 
国際組織の一員であることを再認識し、BF/EFの目的を理解しましょう！  

金澤市郎国際・交流事業主任（京都クラブ） 
 

今月の聖句 2017.10 

マルコによる福音書 8 章 23 節 

イエスは盲人の手を取って、村の外に連れ出し、その目に唾をつけ、 

両手をその人の上に置いて、「何か見えるか」とお尋ねになった。 

聖書の⼩窓 「何を⾒る？」 
「よい幼稚園・保育園を選ぶには、遊具が使い込まれているかどうかで決める」という本

があります。幼稚園・保育園も選ぶ時代になってきて、このようなテーマがでてくるのです。 
「いい幼稚園の条件は、教師と教育環境。これを短い見学だけでチェックできる方法は・・・」。

まず室内にはピアノのほかに絵本などがあふれ、ブランコや滑り台のほかにも備え付けの遊

具が豊富であること。これがよく使い込まれていて、手入れが行き届いていること。小動物

が飼われているかどうか。庭に作られた花壇の手入れがいいこともチェック。 
その園の教育方針によりますが。そこまで読んでみて、このとおりやればいいかというと

違います。それを通して何を見るかです。その本にはこう書いてあります。「こういう環境

は、教師の熱心さなしには得られない」と。大切なことは、そこに働いて献身しておられる

人だというのです。 
	 それでは、「ワイズを選ぶこつは」というテーマではどうでしょうか。これも「人」です

ね。そこに集う人が、神様のもとで喜びに満ちあふれているか、楽しんでいるか、平安に満

たされているかです。それがワイズの真理です。 
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ） 

 

 

   
国際会長(IP) Henry J. Grindheim(ノルウェー) “Let us walk in the Light-together”

 
アジア･太平洋地域会長(AP)Tung Ming Hsiao(台湾)	 “Respect Y’s Movement” 「ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう」 

 

 



 

＜お知らせおよびご報告＞ 

10−１ 新入会のお知らせ 

９月も新入会者がありました。 
 

おめでとう！新入会者（９月） 

宮崎:１名,名古屋:1 名,呉：１名,	

大阪泉北：1名,計４名	 今期の合計 24 名	

※	 各クラブ１名以上の増員を、	

	 	 どうぞよろしくお願いします。	

 
10−２ 国際賞受賞のお知らせ 

 

  個人ブースター賞 

	 宮川詩麻（北九州クラブ）	
	 堀	 靖之（京都パレス）	
	 谷口龍一（京都パレス）	
	 岩本芳久（熊本ひがし）	
	 大野智恵（神戸ポート）	
  クラブブースター賞 

	 北九州クラブ	
	 熊本ジェーンズ	
  エルマークロー賞 

	 2016-2017 年度九州部部長	
	 宮﨑隆二(熊本水前寺クラブ)	

  YES アワード 

	 山藤	 哉、澤田賢司、久保田雅彦	

	 （いずれも京都グローバル） 
※各部会にて、岩本悟直前理事より表彰して

いただいています。おめでとうございます。	
	
	
10-3 記念例会 

①	大阪茨木クラブ 25 周年：9月 2日(土) 

	 大阪茨木市役所９階スカイレストラン

にて、100 名以上で開催されました。	

	 市長はじめ、行政関係者や他のボランテ

ィア団体、支援先の方々を招かれ、多方面

へ支援されていることに感動しました。	

	 また、チャーターメンバーの紹介では、

今もご活躍のメンバーが、ますます発展す

るクラブへ、力強いメッセージを述べられ

ました。さらに、ユースリーダーと共に活

動している様子が伺え、健康的なクラブ運

営の様子が伝わってきました。いばらの道

を、若者と共に歩む茨木クラブの発展をお

祈りいたします。	

	
開会点鐘：清水真一会長	

	

チャーターメンバー紹介	

	

ユースリーダーの活動報告	

	
参加者 



 

10-4 部会訪問 

 ① 第 22 回京都部部会：9月 10 日(日)於ウェスティン都ホテル京都 

 

  "All Hands on Deck !" 
見事な船出でした。部長の熱い思いが皆

の力で、形となって現れました。素晴ら

しいリーダーシップに感動しました。

DIG(災害図上訓練)では、地図を見つめな

がら、未然に災害を防ぐために、同じ地

域に住むメンバーが意見交換を行いまし

た。このような交流こそが、今求められ

ていると感じました。	

 
All	Hands	on	Deck!(船長集団)	

 
DIG(災害図上訓練)を取り入れ、真剣に討議	  

大役を終えてホッと！	

 

②	 第 29 回阪和部部会：9月 16日(土)於バリタワー大阪天王寺 

新しい友をつくろう！ 

そして、今ある友を大切に！ 
	 部会開催直前に部の重鎮が亡くなられ、悲

しみを乗り越えての開催となりました。しか

し、部長テーマのように、友を思う心を大切

にすると同時に、新しい友をつくろう！とい

う常に前向きの姿勢に感動しました。	

	 お元気になられたハニースマイルとご一

緒させていただいた事は、嬉しい限りでし

た。歌のある部会、素敵ですね。	

	 台風に負けず、無事開催された心意気にも

敬意を表します。ありがとうございました。	

 
たすき姿の部長：開会点鐘	

 
ハニースマイルと共演	

 
雨にも負けず、大盛会！感謝です。	



	  

	

③	第21回中部部会＆金沢クラブ創立70周年記念例会 9月 18日(月•祝)於金沢ニューグランドホテル 

愛し合い、助け合い、心はいつも青春 
	 前夜祭参加のため、台風 18 号と共に金沢

入り。すばらしいおもてなしのフェローシッ

プアワーでした。嵐は、夜中にあっという間

に過ぎ去っていきました。	

	 当日は朝から天気回復。金沢城公園、兼六

園をメンバーの詳しいガイドをいただきな

がら巡りました。午後は、部会&記念例会。

加賀友禅について学びました。部長のリーダ

ーシップのすばらしさ、各メンバーの個性の

豊かさに感動しました。感謝です！	

 
中部の会長勢揃い	

 
部長の開会点鐘	

 
スピーチは加賀友禅について	

 
金沢クラブの個性豊かなメンバー 

	
前夜祭にて	

 
午前の市内散策（玉泉丸庭園） 

 
兼六園（メンバーによるガイド付き） 

	



	  

④	 第 21 回中西部部会：9月 23日(土)於ホテルグランビア大阪 

「未来には希望がある」 
	 「青い目の人形」に惹かれて、お話に聞き

入りました。90 年前にアメリカから日本の

子供たちに送られた「青い目の人形」は

12,729 体。今も残っているのが 360〜370 体

とのこと。１体 1体に物語があるのです。	

	 また、日本からの答礼人形のすばらしさに

も感動しました。人形を通じて、平和と友情

の心を子供たちに。現在にもつながる、今こ

そ大切にしたい活動だったのです。	

	 心が洗われた部会となりました。感謝！	
 

中西部のリーダー	

 
青い目の人形の一部	

 
子供たちの未来のために！	

	

⑤	第 16回六甲部部会：9月 24日(日)於神戸 YMCA＆ホテル北野プラザ六甲荘 

  「共感しあい、支えあおう」 
	 学びの多い部会でした。事業主任、主査、

各クラブ会長の報告、さらに区大会実行委員

長の報告もあり、六甲部の現状を多くの人と

共有できました。	

	 また、懇親会では、ご夫妻によるテノール

とソプラノの歌声が心にしみました。「乾杯

の歌」も歌っていただきました。お二人は、

この会場で？年前に結婚式を挙げられたと

のこと。実は、私も、3?年前に同様でした。	
 

部長の開会点鐘	

 
「ウィーン気質」をコミカルに歌う	

 
「お疲れ様でした」	



	  

10-5 ＜各部会開催予定＞＊は、メネットアワー同日開催 

部 期	 日 開催地・会場 ホストクラブ 
び わ こ 部 2017年 11月 5日(日) ウッディパル余呉 長浜 
瀬戸山陰部＊ 2017年 10月 14日(土) YMCA米子医療福祉専門学校 米子 
西 中 国 部＊ 2017年 10月 28日(土) RiM-f(リム・ふくやま)９階 福山 
九	 州	 部＊ 2017年 10月 1日(日) ホテルセントラーザ博多 福岡中央 
 

10-6 BF グランツについて（国際・交流事業主任により 2017 年 8 月 30 日に発信されたメールから） 

	 2018/19年度 BF代表の割り振りについて	 	 	 	 	 	 	 地域：アジア太平洋地域 
	 2018年 7月 1日から 2019年 6月 30日の年度に派遣される BF代表の募集・審査・選出の
時期となりました。 
2018/19年度に文化交流代表を派遣する割り当て表です。 

BF 18/19 – 02 
From 

Asia Pacific 

Date: April 2019  時期：2019年 4月  
Purpose: Club visits and attend Regional and club meetings 
目的：クラブ訪問、地区大会、例会参加 
Arr: Uganda-Entebbe	  
到着：ウガンダ・エンテベ 
Dep:Zambia-Lusaka 
出発：ザンビア・ラスカ 

Into Area/Region 
派遣地域 
Africa 
アフリカ 

BF 18/19-03 
From Asia 

Pacific 

Date:July or September 2018 (2 weeks) 
時期：2018年 7月または 9月（2週間） 
Purpose: Club visits, attending Regional Convention 
目的：クラブ訪問、地区大会参加 
Arr: Incheon Int’l Airport 
到着：インチョン国際空港 
Dep:Incheon Int’l Airport 
出発：インチョン国際空港 

  
  
Korea	 韓国 

  

10-7 ＜周年記念例会開催クラブ・期日＞（確定の連絡をいただいているクラブ） 

阿蘇 10周年 2017年 10月 7日 京都グローバル 25周年 2018年 3月 3日 
米子 20周年 2017年 10月 14日 名古屋クラブ 70周年 2018年 3月 4日 
芦屋 20周年 2017年 12月 23日 神戸ポート 30周年 2018年 4月 28日 

京都みやび 25周年 2018年 1月 6日 近江八幡・西宮・広島	  
70周年合同例会 2018年 5月 12日 

京都ウィング 30周年 2018年 1月 28日 
京都洛中 30周年 2018年 2月 3日   

    
10-8 次期役員研修会開催 

	 2018-2019年度の役員を対象とした研修会が、10月 21日(土)・22日(日)クライトンホテ
ル新大阪にて開催されます。LD委員会により、着々と準備が進んでいます。関係のみなさ
まには、ご出席いただき、共に学び、交流を楽しみましょう。 
 


