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」

一年の実りに感謝し、仲間と祝い合いましょう
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

どの部会も、部長様を中心に趣向を凝らし、工夫や協力、包み込む愛情に満ちた
部会でした。西日本区ワイズメンであることに誇りを持つことができました。参加
させていただき、誠にありがとうございました。
一つだけ気になったことがあります。部会での盛り上がりを、ご参加いただけなかった方々
に、どのようにお伝えしていくかということです。西日本区ワイズメンお一人お一人が輝け
るように、クラブ、部、区が一体となって取り組んでいけるものにしたいものです。

12 月は、EMC-E，YES の月,広報の強調月間です。
E は新クラブを設立すること。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の３分の２は、集められたエリアの区で使われます。
三科 仁昭 EMC 事業主任（京都東稜クラブ）

今月の聖句 2017.12
ヨハネによる福音書

１章 ４節

「言のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。」
聖書の小窓 「暗闇と静寂の中に」
イスラエルへ行ったおり、ガイドの方から「一度、本当の荒野へいきませんか」と誘われ
ました。イスラエルには３種類の荒野があるそうです。
１．人間も動物も生きていける荒野。２．動物ならかろうじて生きていける荒野。
３．生きていくことを拒絶している、どんな生命でも生きていけない荒野。
この３番目の荒野を本当の荒野というそうです。その本当の荒野へ行こうというわけです。
さて、その本当の荒野には何があるか、静寂と闇しかないそうです。一晩そこにいると、
恐怖と畏れしかなく、人間は涙を流すといいます。音もない光もない、生きているものは自
分だけという世界。そこでは神様を求めざるを得ないと教えてくれました。聖書は荒野の中
の宗教だといいます。神様を求めるほかには何もない世界の中で書かれたといいます。静寂
と闇こそが人間を神様へと向かわせるのかもしれません。
静かにクリスマスを待つということは、神様の御言葉に耳を傾けることでもあります。イ
エスの誕生は、この暗闇と静寂の中の唯一の灯でした。私たちの心にある荒野の灯です。
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＞
12−１新入会のお知らせ
おめでとう！新入会者（11 月：８名）
京都ウイング：１名、北京都フロンティア：
１名、八代：１名、北九州:２名,熊本みなみ：
1 名、京都プリンス:１名,大阪泉北：１名、
今期の合計 43 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。

に移して第１例会。懇親の時をもちました。
スピーチは、神戸 YMCA のブランディングに
ついてのお話しでした。
⑶ 西日本区第 2 回役員会 11 月 11 日・12 日

12-２ 今月の活動
⑴ 第 20 回神戸 YMCA インターナショナルチャリティーラン
神戸 YMCA にほど
近いグリーンヒル
ホテル神戸で開催
されました。重要な
案件が決議されま
した。詳細につきましては、別ファイルでお
知らせいたします。
⑷ 京都ウエストクラブ EMC 例会 11 月 16 日(木)
第 20 回の記念大会でした。例年どおりの 11 月 3
日の開催でしたが、
地域行事や学校行
事と重なり、子供
達の参加が減った
ことが印象的でし
た。来年は、復活
（スポンサー富士通の方々と） できますように。
⑵ 宝塚クラブ例会 11 月８日(水)

岩国みなみクラブ会長、中
村桂子さんをお招きして、
阪神自立の家でのコンサ
ート。ピアノとトークがや
さしく会場を包みました。
その後、会場を宝塚ホテル

総勢 150 名の大例会でし
た。各メンバーがゲストを
お招きし、その数 67 名。
将来のワイズ候補？が大
集合。
お話は、林裕人シェフによ
る「食と健康」。１時間に
わたり、ご自身の成長に関
わる食の話、料理修行のお
話を楽しくお聴きしまし
た。それにしても、「美味
しいものほど毒がある」と
は思いませんでした。
懇親の時間がやや短くな
ったのが残念でした。京都
の夜は、まだまだ続くので
すが、残念ながら１次会の
みで失礼しました。

⑸ 中部合同メネット例会 11 月 18 日(土)

９月の部会に続
いて、メネット
合同例会も金沢
で開催されまし
た。フードバン
ク能登・金沢の
津田様のお話をお聴きしました。これまで支
えられて生きてきた残りの命を、「何か人の
ために働くことに使いたい。」と積極的にお
働きです。ワイズにできることを確かめ合う
ことができました。温泉宿「やました」は、
竹久夢二も逗留した名泉。深い交流を楽しみ
ました。

⑹ ワイズ将来構想特別委員会 11 月 23 日 (木)
第２回役員会で基本計画が承認されたのを
受け、具体的なアクションプランについての
検討が行われました。各部部長様にお願いし
ています、「実働委員選任」については、年
内にひとまずご報告いただけるように、連絡
させていただきます。
⑺ 余島へ行こう 11 月 25 日・26 日

「YY マラソンクラブ」が発足されました。
ワイズ・YMCA に関わる方で、マラソンに
参加される方は、「所属クラブ」を「YY マ
ラソンクラブ」で登録しませんか。認知度を
高める、一つの取り組みです。

12-３ 部会訪問
⑴ 第 16 回西中国部部部会：10 月 28(土)於エフピコ RI ふくやま「ものづくり交流会」
クラブ間の連携を強化し、
力を合わせてワイズ活動を推進する。
大野理事が息子さんの結婚式で参加出来ない…
との事で 代理で参加することになり、大いに緊
張いたしました。理事のメッセージを代読させて
いただき、その中で理事の主題における『思い』
は伝えられたのでは…と思っています。嬉しかっ
たのは部会の「雲月キャンプ場の再開発への協
働」の報告です。YMCA とワイズがキャンプ場
の再開発という YMCA の原点ともいえる活動
で協働することの喜びです。この活動を通じ、子
供が、ユースが、理事の言葉を借りるなら「健康」
にそだってほしいものです。（記 書記 進藤）

西中国部リーダー・部長の笑顔

備後ばらバラよさこい踊り隊

お疲れ様でした。（びわこ部部会にて）

⑵ 第 22 回びわこ部部会：11 月５日(日)於ウッディパル余呉
びわ湖に広げよう！ワイズの輪
昨年から、びわこ部部会のアピール隊が「SL
乗車、近江牛肉・松茸入りのすき焼き」を各
部会にて約束されていたことがやっと実現
しました。準備万端、心のこもった手作り感
いっぱいのすばらしい部会でした。葦笛やチ
ャーリー率いるバンド演奏も、会場を大いに
盛り上げました。ご準備いただいた全てのみ
なさまに感謝いたします。
SL 北びわこ号に乗って会場へ

手作り感いっぱいの会場でした

約束どおりの近江牛肉のすきやき

同一人物ですか？

素晴らしいパフォーマンスでした！

12-４ 次年度における次次期理事候補者の推薦について
☆添付ファイル１のように告示されましたので、ご協力よろしくお願いします。
12-５「ワイズメンが熊本城城主に」
☆西日本区大会参加者有志が「熊本城主の証」を与えられました。（ファイル２）
12-６ 第 2 回役員会議事録を５ページ途中以降に掲載します。
また、資料「西日本区の発展を希求するビジョンおよび基本計画」（ファイル３）
をお送りします。
12-７ 国際投票について
11 月 27 日付けで E メールにて配信しました。
西日本区事務所より、封書が各クラブ会長宛てに届きましたでしょうか。
それを開封いただき、資料をよく読んで、２部（青色と黄色）または１部（黄色のみ）
記載の上封筒にて、投函してください。

12-８ オフィシャルエージェント募集の件

オフィシャルエージェント募集
次年度に第 73 回国際大会および IYC(国際ユースコンボケーション)が、韓国・麗水(麗水)
市にて開催されます。大会開催に参加される皆様の安全と利便性を考慮しオフィシャルエー
ジェントを募集します。
資格要件 国外に於いて主催旅行を企画できる資格のある事業者であること。
緊急の場合に於いて日本国内での対応が出来ること。
国際大会・IYC の登録、運営についての知識があること。
申し込み締め切り 2017 年 12 月 25 日
申込先 西日本区書記 進藤啓介まで
12-９ 西日本区事務所年末年始休業のお知らせ
12 月 29 日(金)〜1 月４日(木)までお休み。年始は 1 月５日(金)からとなります。
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＜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

名古屋 70 周年

2018 年３月４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
京都グローバル 25 周年

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

草津 30 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４月 14 日
2018 年４月 28 日
2018 年５月 12 日

12–11 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。
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第 2 回役員会議事録（議案・協議案のみ）

第 1 号議案
議案内容
提案者

2017-2018 年度 第 1 回役員会議事録承認および当該議事録の区報掲載の件
第 1 回 役員会議事録承認
書記 進藤啓介
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○議事録は、区報に掲載されます。
第 2 号議案
議案内容
提案者

2017-2018 年度 西日本区第 2 回役員会第 2 日の聖日早天礼拝献金贈呈先の件
第 2 回役員会の聖日早天礼拝において寄せられた献金については、東日本大震災復興支援・
熊本地震復興支援金に繰り入れる。
理事 大野 勉
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○質問､意見等：無し
第 3 号議案
議案内容

提案者

第 20 回 西日本区大会 会計決算報告 並びに余剰金処分案承認の件
1）本年 6 月に開催された第 20 回西日本区大会における会計決算報告 承認の件
2）余剰金処分案として
737，918 円を被災者支援と、理事ゴール達成の一助にするために、
東日本大震災復興支援金として 368，959 円、
熊本地震復興支援金として 368，959 円を夫々拠出する事にご承認頂きたい件
直前理事 岩本 悟
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○質問､意見等：無し
第 4 号議案
議案内容
提案者

2018 年 インターナショナル・ユース・コンボケーション（ＩＹＣ）参加者推薦案内に関する案
2018 年 インターナショナル・ユース・コンボケーション（ＩＹＣ 日程：8 月 6 日～12 日 場所：韓国
Yeosu）の参加者推薦のお願いについて
Ｙサ・ユース事業主任 山川新一 審議結果
提案者により本議案は取り下げ

○12 月中に参加者募集を始めることになりました。

第 5 号議案
議案内容
提案者

西日本区の発展を希求するビジョンおよび基本計画案承認の件
「西日本区の発展を希求するビジョンと基本計画（案）」（別紙資料）
を承認する件。
理事 大野 勉
審議結果
賛成多数にて承認(賛成 17、保留 1)

○「西日本区の発展を希求するビジョンと基本計画」は、別ファイルにて送付いたします。（HP にも掲載）
第 6 号議案
議案内容
提案者

YES 献金の使途を変更し、西日本区内で有効に活用できるものにする件
今期の YES 献金を全額、西日本区にプールする。
理事 大野 勉
審議結果
議案書を修正して再提案

○修正案
第 6 号議案
議案内容

提案者

YES 献金の取り扱いを変更する件
１.今期の YES 献金を全額、西日本区 YES 基金に繰り入れる。
2.YES 基金の使用目的を、従来のエクステンションに加えて、
ワイズ将来構想等 2022 年に向けてのワイズ発展のための活動の資金にも充てる。
理事 大野 勉
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○質問､意見等：無し
第 7 号議案
議案内容

提案者

西日本区事務所移転の時期および機器等充実の件
当初、2018 年 4 月に引越しを予定していたが、前の借り受け者が 2 月初めに退室することから、
駅近で便利な事務所であるので、引越しの時期を早めたい。また、3 月 4 月は、運送業者も忙しく、費用も高くつ
くため、早めの方がよいと考えている。また、この機会に IT 機器の充実を図りたい。その費用については、西日
本区発展のためということもあり、JWF より出金願いたい。
理事 大野 勉
審議結果
議案内容を動議の通り変更し､全会一致にて承認
(承認 18)

○一旦動議が承認されたが、翌日、議案を修正して提案された。
第 7 号議案
議案内容
提案者

西日本区事務所移転の時期の件
当初、2018 年 4 月に引越しを予定していたが、前の借り受け者が 2 月はじめに退室することから、駅
近で便利な新事務所であるので、引越しの時期を早める。
理事 大野 勉
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○事務所の契約は、契約書通りとし、貸主の好意でできるだけ早い時期から利用できるようにしていく。
第 8 号議案
議案内容

提案者

2017-2018 年度西日本区予算修正の件
当期(2017-2018 年度)予算の繰越金を、前年度(2016-2017 年度)の決算が提出された段階（例年 8 月）で修正
予算として提出したい。前年度(6 月)の代議員会で当期予算案の承認を得る際、「前期決算の監査が済んだ後、
今期予算の繰越金のみ正確な金額と入れ替える」ことの承認を取ることが最も望ましい。
会計 桑野 友子
審議結果
一旦取り下げて再提案

○翌日、再提案。
第 8 号議案
議案内容

提案者

2017-2018 年度西日本区予算修正の件
当期(2017-2018 年度)予算の繰越金を、前年度(2016-2017 年度)の決算が提出された段階（例年 8
月）で修正予算として提出したい。前年度(6 月)の代議員会で当期予算案の承認を得る際、「前期決
算の監査が済んだ後、今期予算の繰越金のみ正確な金額と入れ替える」ことの承認を取ることが最
も望ましい。
会計 桑野 友子
審議結果
全会一致にて承認(承認 18)

○繰越金が確定された段階で、修正予算案を作成することになった。
第 9 号議案
議案内容
提案者

次年度、韓国・麗水（ヨス）における第 73 回国際大会・IYC
オフィシャルエージェント募集及び選定の件
大会参加者の利便性向上のため、オフィシャルエージェントの募集および選定を常任役員会に一任
する。
理事 大野 勉
審議結果
議案内容を修正し､全会一致にて承認(承認 18)

○12 月号理事通信にて公募することとした。
議案協議：
第 1 号協議
協議内容
提案者

ワイズ将来構想ビジョンおよび基本計画の基づく実働委員の選任の件
「西日本区の発展を希求するビジョンと基本計画案」の承認を受けて、実働委員を、各部より選出
する件
理事 大野 勉

○各部部長様に選任の依頼をお願いした。12 月中に各部の実態をお知らせいただきます。
第 2 号協議
協議内容
提案者

次年度、韓国・麗水（ヨス）における第 73 回国際大会・IYC オフィシャルエージェント募集及び選定の件
大会参加者の利便性向上のため、オフィシャルエージェントの募集および選定を常任役員会に一任
する。
理事 大野 勉
第 9 号議案に変更して提案

◯第９号議案として提案され、承認されました。
第 3 号協議
協議内容

提案者

2019 年 7 月 19 日〜21 日開催の第 28 回アジア太平洋地域大会（仙台大会）実行委員選任の件
上記第 28 回アジア太平洋地域大会の実行委員を西日本区から選任したい。第 26 回アジア大会（京
都にて開催）では、実行委員として、東日本区から 4 名来ていただいた。今回、西日本区から同等程
度の委員を選任したい。
理事 大野 勉

○東日本区実行委員会から依頼のあったワイズの内諾を得、常任役員の承認を得て、森田美都子（京都パレス）、
大野勉（神戸ポート）、遠藤通寛（大阪泉北）の 3 人が今のところ委員として決定されました。
第 4 号協議
協議内容

提案者

防災計画に関する件
組織検討・安全対策委員長浅岡ワイズよりこの案の提出があった。この案を西日本区の案として、ワ
イズ・YMCA パートナーシップ検討委員会において検討を始める「共通の防災計画」へとつなげた
い。この案に対しての意見を求めます。
理事 大野 勉

○今後、東西日本区、YMCA と連携して検討していくことになりました。
第 5 号協議
協議内容

提案者

西日本ワイズ基金（ＪＷＦ）の用途としての、「ワイズ発展の重要プロジェクト」とは？
過去 20 年間 一時的な貸し出しはあったにせよ、プロジェクトの為に活用した例は見当たりません。
西日本区発展の為に、「生きた OR 活きたお金」として「ワイズ発展の重要プロジェクト」に資するには
どうすればいいのか？ どのようなプロジェクトが考えられるのか？西日本区発展の為の、新たなシ
ステム構築として良いアイデアはないか？ ご意見を頂きたい。
直前理事 岩本 悟

○各役員、委員からさまざまな意見が出されました。今後も検討が必要です。
第 6 号協議
協議内容

提案者

地域奉仕・環境事業委員会 ＣＳ資金運用判断基準改正について
事業委員会では、申請の有った CS 資金について協議を行うにあたって、事業資金運用細則の内容
に則って判断をいたします。細則は常に役員会に於いて改正が加えられ、現在の細則は 2007 年に
改正施行され、2012 年に補足されたものです。現在のクラブ状況に則した運用判断細則の改定が
必要と考え、協議をお願いしたいと思います。
地域奉仕・環境事業主任 吉田由美

○地域奉仕・環境事業委員会で、今後、念入りに検討していくことになりました。
第 7 号協議
協議内容

提案者

ＥＭＣ事業強化のために、各部のＥＭＣ事業を支援強化したい。そのために 2017－18 年度西日本区ＥＭＣ事業
委員会は、「各部におけるＥＭＣ事業強化のためのガイドライン」を作成し、各部にアピールしたい。
各部のＥＭＣ事業強化のためのガイドラインを作成し、各部にアピールする。部の方針、組織や役割
はあくまでも各部自身が決定して執行するものであるから、各部はこのガイドラインを参考にしていた
だき、各部自身でＥＭＣ事業強化策の指針としていただきたいものである。
ＥＭＣ事業主任 三科仁昭

○ワイズ将来構想特別委員会とも協働して、今後も検討していくことになりました。
以上、第 2 回役員会の議案、協議案についてお知らせさせていただきます。詳細は、区報に掲載されます。
この件につきまして、ご質問等ありましたら、理事事務局へお問い合わせください。

