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”

春が来た！
心温かいワイズの力を生かす時
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

桜の開花が例年より早いのはなぜか。ある発表では、厳しかった冬の寒さと春の暖かさ
の差が大きく、つぼみがびっくりして早く咲いたとのことです。
つらい、悲しい時期は人間だれしもあります。その最中にある時は、いつまで続くかわ
からず、気が滅入りそうになります。でも、つぼみは持ち続けたいものです。「いつか春
が来る」その思いに応えるような「ある人の温かさ」と接した時、心の春は訪れます。
私たちワイズメンは、つぼみをふくらませられるような「温かい人」になれます。
ワイズ自身にも、周りの人にも、「春が来る」ことを信じている限り、春を共に迎えら
れるような、そんなワイズメンでありたいものです。

４月は、YMCA サービス・ASF の月です。
YMCA と共に互いの立場と責務を理解し“明日のリーダーを今日育てる”
若者（ユース）のためのワイズであろう！。山川

新一（京都めいぷる）

今月の聖句 2018.４
テサロニケの信徒への手紙１ 2 章 13 節
それは神の言葉であり、また、信じているあなたがたの中に現に働いているものです。
聖書の小窓 「活動の中に神をみる」
３人の子どもがいました。彼らは一番大切な宝をどこに隠せばいいかと話し合っていまし
た。彼らにとって一番大切な宝は神様でした。
１人目の子どもは「宇宙の果ての果て、太陽のずっと向こうなんかどうかな。望遠鏡でも
見ることができない遠くに」と。しかし、科学が進歩するとすぐに見つかってしまうことに
気づきました。２人目の子どもは「それじゃ深い海の底、誰もいったことがない真っ暗な海
の底なんかどうだろう」。しかし、これも科学が進歩し人間が海洋開発しはじめたら見つか
ると思いました。すると３人目の子どもが叫びました。「それじゃ人間の中はどうかな。自
分の中に隠すのはどうかな」。みんなそれがいいと賛成しました。ところが人間の心は深
く、神様を見つけることができなくなってしまいました。
せっかくの大切な宝がそこにあるのに、誰も神様を自分の中に見つけることができない時代
になったのかも。しかしワイズ活動の中に見つけることが出来ますよね。
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ）
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４−１

新入会のお知らせ
おめでとう！新入会（3 月）
京都パレス：２名、大阪茨木：１名、神戸ポート：２名、京都トゥービー：3 名、
宝塚：４名 計 10 名 今期の合計６２名 もう一歩、増強をお願いいたします。
４月も入会予定者があります。（西宮、北京都フロンティア、熊本にし各クラブ）

４−２

西日本区各事業目標への献金、ありがとうございました

３月 15 日をもちまして、各種献金を締め切らせてただきました。多くの献金をいただきまし
て、ありがとうございました。西日本区理事および関係者一同、心より感謝申し上げます。

４−３ ＜３月の活動報告＞
⑴ ３日(土)揚がれ！希望の凧 2018＠須磨海岸

子供 20 名、保護者 25 名、ゲスト 5 名、スタッフ 7 名、計 57 名の参加でした。天気も風
も絶好の凧揚げ日和でした。世界の空とつながる「希望の凧」を今後も続けていきます。
全国で、世界で行われているこのプログラムを、さらに広げていきたいものです。
⑵ ３日(土)京都グローバルクラブ 25 周年記念例会＠リーガロイヤルホテル京都

メンバー50 名を越す京都グローバルクラブのパワーを肌で感じた記念例会でした。今期の目玉は、ネパ
ールでの学校建設。国際学校建設支援協会代表の石原様をお迎えし、学校建設の魅力、苦労、達成の喜び等
を発表されました。また、実行委員からは、現地訪問で感じたこと等、熱いメッセージが語られました。
ワイズの魂ここにあり！感謝です。

⑶ ４日(日)名古屋クラブ 70 周年記念例会＠アイリス愛知（名古屋市）

終戦後間もなく立ち上げられたワイズメンズクラブが今期 70 周年を迎えられる。中でも中部の地に大き
な期待をもって迎えられた名古屋クラブは、名古屋 YMCA とともに、地域貢献度抜群。先人に思いを馳せ、
今ある仲間に感謝の気持ちを忘れず、若者が輝く未来を拓くワイズの夢を達成してほしいと思いました。
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⑷ ７日(水)東京 YMCA 妙高高原ロッジ閉館式 ＠東京 YMCA 妙高高原ロッジ

1982 年に開館した東京 YMCA 妙高高原ロッジ。３.11 の被災地支援の際、全国からの救援物資の
経由地として、多くの物資がここに寄せられました。この地域の方々と、YMCA 関係者が整理した
上で、東日本の被災地に運ばれたのです。それが 3 月 22 日。仙台 YMCA 村井総主事は、「ここは、
被災地にとっての聖地です・」と述べられました。その会館が 2018 年 3 月 31 日をもって閉館され
ます。長い間の働きに感謝いたします。

⑸ ８日(木)神戸ポートクラブ入会式＠神戸 YMCA 三宮会館

神戸クラブ・神戸ポートクラブ合同例会。卓話は「家庭のエネルギーについて」
。その席上、
2 名の入会式を行いました。合計 24 名となりました。六甲部は、着実にメンバー数が増加して
います。うれしい限りです。

⑹

10 日(土)・11 日(日)次期会長・主査研修会＠新大阪コロナホテル

会場の新大阪コロナホテルを使用するのが 2 年目。参会者の熱気に包まれた研修会となりまし
た。毎年同じ時期に行っていますが、内容は常に新しく、今ある課題を受けての研修となっていま
す。今回は、アジア太平洋地域次期会長田中博之ワイズを迎えて全体講話をいただきました。ま
た、各セッションに分かれてのレクチャーでは、時機にかなったテーマをもとに、参会者の目が輝
く、活発な研修が繰り広げられました。このような西日本区における研修は、ワイズ国際の中で
も、大変素晴らしいものであることを強調させていただきます。準備・計画・運営の中心になった
LD 委員会のみなさんには、心から感謝いたします。参会いただいたみなさま、ご苦労様でした。

⑺ 14 日(水)CATT 京都４クラブ(京都キャピタル・京都トップス・京都エイブル・京都東稜)合同例会
＠ウェスティン都ホテル京都
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京都４クラブの合同例会は、まるで部会のような、盛大でなおかつ中身のある、素晴らしい例会
でした。ラグビー界のレジェンド「大畑大介氏」の講演は、自分を信じることの大切さ、つまり「自
信」をもってことに望むことの大切さを学びました。

⑻

15 日(木)神戸学園都市コンサート例会＠西神戸 YMCA

神戸西部地域で活躍している神戸学園都市クラブでは地域奉仕と演奏者支援を兼ねて、年に一度
のホールコンサートを開かれています。今回は、フルートアンダンテによる親しみのある音楽満載
でした。地域おこしにつながることを願っています。

⑼

17 日(土)第 18 回アジア太平洋地域大会（仙台大会）実行委員会＠かに政宗会議室（仙台市）

第 2 回実行委員会は、大会開催地の仙台で開かれました。地元のクラブのご理解・ご協力があっての大会
です。力強い賛同を得て、計画が大きく進んでいます。２日目は、被災地の復興状況を拝見しました。かさ上
げが進み、道路が整備され、住宅がぽつぽつ建ち始めています。地域差、温度差はなかなか解消されません。
まだまだ時間がかかります。継続した支援・応援をよろしくお願いします。

⑽

21 日(水•休)宝塚クラブ 30 周年記念例会＠宝塚ホテル

「すみれの花咲く頃…」春の宝塚にすてきな花が咲きました。創立 30 周年を記念して、ポップン
リンガーズの演奏、新入会者の服部ワイズによるトーク＆演奏。宝塚らしいプログラムに、参会者
も春の訪れを楽しみました。４名の新入会は、うれしい限りです。すみれの花よ永遠に！
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⑾ 21 日(水•休)大阪 YMCA 総主事就退任式＠大阪 YMCA 土佐堀会館

YMCA と共に歩むワイズメン。日本におけるワイズの発祥地、大阪の YMCA の存在は大きなものです。
総主事の就退任式には、緊張した面持ちで出席いたしました。退任された元総主事に敬意を表し、
新たに就任される新総主事には期待の握手をさせていただきました。今後も、ワイズをよろしくお願
いします。また、懐かしいお方とも再会ができ、心豊かなひとときを過ごすことができました。感謝。

⑿

24 日(土)六甲部第 2 回評議会＠神戸 YMCA 三宮会館

わが地元の部において評議会が 60 名を超える出席者のもと開かれました。部の活性化に向けて、
活発な意見交換が成されました。区大会の準備ともども、多くのお働きに感謝です。

⒀ 26 日(月)西日本区大会第 15 回実行委員会＠神戸 YMCA 三宮会館

第 15 回実行委員会でした。登録状況から不具合を解決したり、最終的なプログラム検討を行っ
たりしています。神戸らしい、大人のおもてなしをめざしています。

４−４

周年記念例会開催クラブ・期日
草津 30 周年
2018 年４月 14 日
神戸ポート 30 周年
2018 年４月 28 日
近江八幡・西宮・広島
2018 年５月 12 日
70 周年記念合同例会
※詳細は、各クラブへお問い合わせください。

４-５

第 73 回国際大会＠麗水

※同時配信の資料をご覧ください。
４−６ 第 21 回西日本区大会登録状況
３月 31 日 19:00 時点の登録状況は、666 名となっています。ありがとうございます。
まだまだみなさまのご参加をお待ちしています。
＜大会に関するお問い合わせ＞
大会実行委員会総務委員長鈴木誠也（神戸ポート）
TEL：(自宅）078-763-6009/(携帯）090-8218-5735
EーMAIL：kobe_seiya@mbe.nifty.com
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