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」

秋の深まりと共に、ワイズ活動の深まりを！
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

ひと月・半月ごとに訪れる台風に手を焼きながらも、ワイズ活動は活発に進
んでいます。部会、記念例会、各部の行事、チャリティーラン等、秋を満喫し
ておられることでしょう。
次期役員研修会では、西日本区の現状を理解いただき、役員としての心構え
や活動のためのポイント等について学び合いの時がもてました。また、次期と現役員との交
流はかけがえのないもので、トロイカ体制の充実や、結束に役立つことができました。いつ
もながら、研修を準備、運営していただいた LD 委員の皆様には、多大なる感謝です。

11 月は、Public Relations Wellness の月,広報の強調月間です。
ワイズデーを PR して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！
そして、EMC やクラブ活性化に繋げましょう！
伊藤 剛広報・情報委員長（京都トゥービークラブ）

今月の聖句 2017.11
マルコによる福音書 １章 15 節
「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」
聖書の小窓

「一度わきに出てみる」

⾃分のやっていることを⾒失う時があります。「⼀体⾃分はなにをやっているのか」と考
えます。そんな時は別の⾓度からの⾒⽅も必要になります。この道しかないのか。別の道は
ないのかと。
⼭からの帰り道、久しぶりに野ウサギに出会いました。わりと⼩さな野ウサギでした。⼭
の脇から出てきたと思うと、⾞の前を⼀緒に⾛っています。右か左に寄ってくれればいいの
ですが、⾞のライトに照らされた道を真っ直ぐに⾛っているのです。
追い抜きにかかると寄ってくるし、スピードを落とせば⾛るのがゆっくりとなる。どうす
ればいいかなと思っていたら、やっと左の⼩路へ消えて⾏きました。そろそろ限界にきて疲
れているなとわかる⾛りでした。ひたすら真っ直ぐに⾛ることだけがいいのか。それとも⼀
度わきにでて、また⾛る道を⾒定めてみるのがいいのか。いろいろと考えさせられました。
イエスの「悔改め」は⽅向転換を意味します。まっすぐな道だけでなく、落ち着いて⾃分
を⾒つめ⽅向転換も必要だと。これしかない。こうあらねばならない。そんな時は⽅向転換
も考えてみては。
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ）

＜お知らせおよびご報告＞
11−１新入会のお知らせ
10 月の新入会。

③神戸クラブ入会式 10 月 10 日(火)

おめでとう！新入会者（10 月：11 名）
神戸：２名、阿蘇：４名、長浜：１名、京都
トゥービー:１名,京都ウイング:２名,大阪
センテニアル：１名、今期の合計 35 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。

11−2 クラブ訪問
①長浜クラブプラス１例会 10 月 5 日(木)

六甲部も元気です。老舗の神戸クラブに若手
が入会。頼もしい力となることでしょう。
④大阪西クラブ ミニコンサート例会 10 月 12 日(木)

秋の夜のフルートデュエット。豊かなひと
ときを過ごすことができました。席上、メネ
ット事業への献金をいただきました。感謝。
「あの方素敵！と思われる大人のマナー＆
身だしなみ術」と題して、平川直央子氏のお
話を聞きました。ゲストがたくさん、入会式
もありました。新入会者を全員が握手で歓迎
しました。

⑤京都ウエルクラブ、プリンスクラブ、
グローバルクラブ合同例会 10 月 17 日(火)

②阿蘇クラブ 10 周年記念例会 10 月 7 日(土)

京都部３クラブの合同例会にお邪魔しまし
た。お天気キャスター（気象予報士）吉村真
希氏の「地球温暖化問題についてのお話」を
お聞きしました。子供が健康に過ごせる未来
づくりは、今の大人たちの仕事です。できる
事から、しっかり取り組んでいきましょう。

「震災を乗り越えて、阿蘇の再生を考える〜
今の阿蘇だからこそ出来ること〜」と題して、
鹿児島柳谷村（やねだん）の自治公民館長豊
11–3 YMCA 同盟ステップ研修 10 月 19 日(木)
重哲郎氏の熱いお話しをお聞きしました。
全国の YMCA から派
場所を阿蘇キャンプ場に移して、記念式典、
遣された研修生が
入会式、懇親のひとときを過ごしました。赤
７５日間のステッ
牛も堪能しました。感謝です！
プ研修を受けてい

ます。「ワイズメンズクラブと YMCA」をテ
ていただきます。委員の方、ありがとうござ
ーマに、東西日本区理事が講師としてお話し
いました。
をさせていただきました。会場は、東京御茶
ノ水のアジア青少年センター（在日韓国 YMCA） 11–5 次期役員研修会 10 月 21 日・22 日
でした。
11–4 ワイズ将来構想特別委員会 10 月 8 日(日)

昨年度からほぼ毎月開催された委員会です。
10 月 8 日の第 12 回委員会において、「西日
本区の発展を希求するビジョンと基本計画
案」がまとめられました。詳細は、各部部長
様にお知らせしています。第２回役員会で検
討いただいた後、みなさまにもお知らせさせ

2018-2019 年度の準備がすでに始まっていま
す。今期から次期へバトンを確かに繋いでい
けるように、学びと交流の貴重な会が開催さ
れました。台風 21 号の影響で、２日目は少
し短縮の形になりましたが、企画から運営ま
で、お世話いただいた LD 委員のみなさまに
感謝です。
3 月の次期会長・主査研修もよろしくお願い
します。

11–6 部会訪問
① 第２３回九州部部会：10 月 1 日(土)於ホテルセントラーザ
"健康なクラブが九州の元気をつくる"
いつも元気な小田部長のお人柄がよく現
れた部会でした。人にやさしく笑顔で接
し、部会の中で、子供に寄り添う活動の
大切さを参会者に広めていただきまし
た。約束の赤牛肉もお腹いっぱいいただ
きました。余興も盛り上がりました。九
州部メンバーが一つになってマジックを
楽しみました。私の亡き父が大好きでよ
く歌っていた歌「黒田節」を歌わせてい
九州部リーダーの笑顔
ただき、感激！ありがとうございました。

九州の一本締め

大役を終えてホッと！

② 第 16 回瀬戸山陰部部会：10 月 14 日(土)於米子
"地域に根差し、タレントを活かして社会の必要に応えよう"
部会の中で、記念講演として「子どもの貧困
や虐待について学ぶ」と題して、安田弁護士
のお話をお聞きしました。氏は、要保護児童
対策地域協議会でもご活躍です。具体的に課
題を一つ一つ挙げていただきました。幼稚園
園長を兼任されている福永部長の、子どもへ
の愛情がひしひしと伝わる部会でした。大山
開山 1300 年を祝う大山僧兵太鼓も圧巻でし
た。

瀬戸山陰部

講師紹介

雨にも負けず、大盛会！感謝です。

③ 西中国部部会は、次号で掲載させていただきます。
11–7

＜各部会開催予定＞いよいよ、大トリのびわこ部会を迎えます。
部
期 日
開催地・会場
びわこ部
2017 年 11 月 5 日(日) ウッディパル余呉
11-8

ホストクラブ
長浜

＜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）
芦屋 20 周年

2017 年 12 月 23 日

京都グローバル 25 周年

2018 年 3 月 3 日

京都みやび 25 周年
京都ウィング 30 周年
京都洛中 30 周年

2018 年 1 月 6 日
2018 年 1 月 28 日
2018 年 2 月 3 日

名古屋 70 周年
神戸ポート 30 周年
近江八幡・西宮・広島
70 周年合同例会

2018 年 3 月 4 日
2018 年 4 月 28 日
2018 年 5 月 12 日

11–9 理事通信掲載のお知らせ
各クラブ、部の行事等、お知らせがありましたら、理事事務局までお知らせください。

