国際会長(IP) Henry J. Grindheim(ノルウェー) “Let us walk in the Light-together”「ともに、光の中を歩もう」
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」
西日本区理事(RD) 大野勉(神戸ポート)「2022年に向けて心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
“Healthy mind & healthy body make healthy club”

実り多い、夢の実現をめざして
一年一年の活動を大切にするワイズメンズクラブ
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

ワイズの年度は、上半期が忙しいと思っていましたが、1 月も結構スケジュールがいっぱ
いでした。部単位で新年合同例会が開かれている所に参加させていただきました。
各部、趣向をこらして楽しい会をもたれていました。交流の楽しさ、親睦の深まりを心か
ら感じました。準備・運営は大変だったでしょうが、その段階から楽しまれている様子が伺
えました。その中で、「一年の計」を立て、この 1 年を実り多いものにしていけるよう、「夢
の実現」をめざしたいものです。
私は、「折りづるラン」を再開します。詳細は後述いたします。
みなさまの健康をお祈りしながら、下半期の活動を実のあるものにしていきたいものです。

２月は、地域奉仕（TOF,CS,FF,STEP for All）の月です。
各クラブ独自で行っている素晴らしい CS 事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。
互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各種献金は期限までにお願い
します。(詳細は事業通信 No.５)

吉田

由美 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしま）

今月の聖句 2018.２
ヨハネによる福音書

10 章 11 節

わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。
聖書の小窓

「一歩踏み出す勇気」

老人ホームの床に赤いビニールが３０センチ間隔で貼ってありました。「何かの目印か
な」と思い、聞いてみました。すると「これはある方が歩くための目印です」と言われまし
た。その方は病気のため歩く時の最初の一歩が出ないそうです。ある時、奥様がその方が歩
く方に一本の傘を投げられたそうです。雨が降っているわけでもなく、足下に投げるのはど
うかとて聞いてみたそうです。すると、「何か前に目標があると一歩足が出るのです」と教
えられたそうです。そこで、ホームでは、一歩前へ足を出す目標として、赤い線を等間隔に
貼ったとのことでした。
「何か目標があれば一歩踏み出す勇気が与えられ、そして確実に一歩出るのです」に感銘
を受けました。一歩前へ踏み出すことは多くの勇気が必要です。このような配慮にこそ、恐
れの中に希望と一歩を出す平安を与えられます。イエスは「私は良い羊飼いである」と言わ
れました。この良い羊飼いの配慮によって、私たちも人生の一歩を前へ進めることができま
す。
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ）
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２−１

新入会のお知らせ
おめでとう！新入会者
京都：１名、京都ウエスト：１名、京都ウイング：１名、北京都フロンティア：１名
京都パレス：１名 計５名 今期の合計４８名 さらなる増強をお願いいたします。

２−２ 事務所移転のお知らせ
２月 18 日(日)に西日本区事務所が移転します。当初は４月移転の予定でしたが、新事務
所との契約が早められたことから、この日となりました。年度末の忙しい事務作業がスム
ーズに行えるようになります。
転居に伴い、２月 19 日(月)のみ電話が不通となります。（メールはつながります）
＜新事務所の住所＞
〒532-0011 大阪市淀川区西中島４丁目 7-30-4F (「アネックス新大阪」ビル)
TEL:06-4805-0570 FAX:06-4805-0571 E-mail: info@ys-west.or.jp（前と同じ）

２−３

後期半年報の報告
2017.7 2018.1
2017.1 2018.1
部
増減
部
増減
93
94
1
129
131
2
中部
六甲部
103
103
0 瀬戸山陰部
62
60
-2
びわこ部
511
514
3
80
81
1
京都部
西中国部
130
130
0
299
299
0
阪和部
九州部
129
128
-1
1,536
1540
4
中西部
合計
上半期で微増となっています。メンバー増強とともにメンバーの維持に努めていただ
くようお願いします。

２−４

西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い
項目
金額
納入期限
7,500 円
2,000 円
1,500 円
1,400 円
800 円
1,500 円

後期区費ほか
Y サ・ユース献金
CS(地域奉仕活動)献金
TOF 献金
FF(Family Fast)献金
BF 献金(現金＋使用済切手交換分)

1人
1人
1人
1人
1人

EF 献金(記念ごと献金)
RBM(ロールバックマラリア)献金
YES 献金
災害支援金(東日本・熊本)
JWF 献金

1 口 120CHF
1人
800 円
1人
500 円
1 人 2,000 円
1 口 5,000 円

備考

２月 15 日 後期半年報により請求
国際 ASF 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)フクオに送付
３月 15 日
災害支援について
は、６月末まで受け
付けます。

西日本区目標

随時

⑴ 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
⑵ 支払人の「氏名」
「クラブ名」「電話番号」および「送金項目」「金額」等を必ず記入
⑶ 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。
遅れますと、西日本区大会での表彰対象から外れる場合があります。
2

２−５

「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
記の要領をお読みいただき、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際は、付記ください。例えば YMCA 総主事等）
３．提出先 〒654-0071 神戸市須磨区須磨寺町２−４−２１ 大野 勉
（奈良傳賞資格審査委員会委員長）
E メール:ohnoben@hi-net.zaq.ne.jp Fax:078-733-0525
４．提出期限（期限厳守！）
2018 年２月 28 日(水)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 メール又は 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十分な審議を行います。

２−６ ＜１月の活動報告＞
⑴ ６日(土)京都みやびクラブ 25 周年記念・京都ウエスト・京都洛中３クラブ合同新年例会

周年記念では、京都みやびクラブがこれまで支援してこられた児童養護施設の紹介や京都 YMCA への献金が報告され
ました。また、国内兄弟クラブの熊本むさしクラブから多くのメンバーの参加がありました。続いて京都ウエストクラ
ブの入会式、京都メンバー有志のオールディーズの演奏があり、新年を寿ぐ楽しい時間を過ごせました。

⑵

８日(月•祝)：びわこ部新年交流会

「何か良い知らせが聞かれそうな予
感」がして、びわこ部合同新年交流会に
おじゃましました。各クラブより大先
輩が多く集まられた会合でした。そこ
で、
「次期における次期理事の話がまと
まった」という吉報が発表されました。
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⑶

1 3 日(土) 阪和部新年合同例会

趣向をこらした新春を祝う楽しい会となりました。なぜかタイガースカラーが光っています
YMCA は、大阪、和歌山、奈良から３総主事がご出席でした。
⑷

14 日(日) ワイズ将来構想特別委員会

まもなくみなさまに活動のイメージ図をご紹介することができるようになりました。
各部部長様、クラブ会長様とともに、2022 年をめざして活動を続けたいと思います。
⑸ 17 日(水) 阪神淡路大震災 23 周年記念の日

「折りづるラン」５時 46 分追悼、折りづるラン再開。西宮・須磨間

芦屋クラブ第１例会

毎年、この日は追悼から始まります。そして、被災地の様子を見て回り支援いただいた方に報告しています。

⑸ −① 20 日(土) 中西部新年合同例会

三島高校ジャズダンス部は世界大会へ出場します。若いエネルギーをいただいて、西日本区
の真ん中の中西部はますます活性化されることでしょう。
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⑹–② Y サ・ユース事業拡大委員会
今期のＹサ・ユース事業の上半期の報告と下半期の計画の再確認
を行いました。残る半期での事業主題及び計画達成に向けて各事業
の報告書の提出とＹサ・ユース献金の目標達成のお願い、今年の夏
に行われる国際ユースコンボケーション（ＩＹＣ in Ｙｅｏｓｕ）の
参加者推薦のお願いを併せて行いました。（事業通信より）
⑹ 27 日(土) 西中国部新年合同例会
西中国部評議会の後、合同例
会が開催されました。10 月の部
会には参加できなかったため、
こ の会に寄せ ていただ きまし
た。
「半べえ」の庭園をバックに、
美味しいお酒とお料理とともに
記念品贈呈
懇親を深めました。

台中 YMCA 新旧総主事をお迎えして

⑻ 28 日(日)京都ウイングクラブ 30 周年記念例会

1 年をかけて準備されたクラブメンバーの熱い思いの伝わる記念例会でした。支援されている
団体やソラシドキャンプのスタッフをお迎えして、京都パワー全開の例会でした。
⑼ 29 日(月) 折りづるラン和歌山へ
折りづるラン 2018 は、和歌山へ、奈良へ、
金沢へ、鳥取へそして米子へ。
西日本区の各 YMCA へ「足」で訪問しま
す。また、走った距離(１km×100 円)の金額
を献金します。和歌山まであと 33km の地
岸和田城
点まで来ました。時間を見つけて、健康の
ため励みたいと思います。応援よろしくお願いします。

和泉佐野駅近く

２−７

周年記念例会開催クラブ・期日（確定のご連絡をいただいているクラブ）
京都洛中 30 周年
2018 年２月３日
草津 30 周年
2018 年４月 14 日
京都グローバル 25 周年 2018 年３月３日
神戸ポート 30 周年
2018 年４月 28 日
近江八幡・西宮・広島
名古屋 70 周年
2018 年３月４日
2018 年５月 12 日
70 周年合同例会

２−８ 第 21 回西日本区大会登録始まる
各クラブ会長様宛に「登録のしおり」をお送りました。登録は WEB にてお願いしています。
下記西日本区ホームページ区大会のページよりご登録いただきますようお願いします。
http://www.ys-west.or.jp/taikai.php
みなさまのご参加をお待ちしています。
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