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”

若葉の季節
葉を落として成長する木
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

阪神間では電車線路が３本、東西に走っています。どの車窓からも山を眺めることができ
ます。毎回、目に優しい山の緑が望めます。（とりわけ阪急電車が山に近い）
桜が散った後、街には色鮮やかな花が咲き始めますが、山々は、様々な緑色の木々がいっ
ぱい輝き始めます。まさに「山笑う春」。私はこの季節が一番好きです。（5 月生まれ）
山を歩いてみると、そこには落ち葉がたくさんありました。常緑樹の落葉は春なのですね。
木々の若葉が青々と茂るこの季節は、再生の季節です。
自分の中の古きを捨てて、新しいことにチャレンジしていく、それが春なのでしょう。
ワイズは、古きも大事にしながら再生にチャレンジし、新しさを求め続けたいものです。

５月は、LT（リーダーシップトレーニング）の月です。
リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存
在します。その機会を学びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いです。全てを有意義に捉
え、リーダーシップを身に着けて下さい。

船木

順司 LD 委員長（京都トップス）

今月の聖句 2018.５
コリントの信徒への手紙２ ８章 14 節
あなたがたの現在のゆとりが彼らの欠乏を補う、、
聖書の小窓 「ゆとりとは」
毎日のように「ゆとりある生活がしたい」と思います。時間に追われず、金銭も気にせ
ず、食べ物は美味しく。そんなゆとりがほしい。しかし、それが本当のゆとりでしょうか。
私たちに一番必要なゆとりは、心のゆとりです。
航空会社の機内誌に「ドイツのキャンドルクロック」が紹介されていました。長いローソク
（蜜蝋）に釘のようなピンが数本刺さっています。ローソク台は金属のトレイになっていま
す。ローソクが燃えて行くとピンが金属のトレイに落ちて音を出すという仕組みです。ろう
そくの燃え方で大まかな時間の流れがわかるのです。このローソクの解説に次のように書い
てありました。
「正確な時をはかるのでなく、時の流れを知らせるだけの時計」。
「ゆとり」時間の意味を考えさせられました。時の流れを知るためだけのローソクこそ「ゆ
とり」の時間です。聖書の中で「ゆとり」は、神様が与えてくださる恵みです。どのように
使うかは私たちに任されています。
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ）
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５−１

新入会のお知らせ
おめでとう！新入会（4 月）
熊本にし：１名、北京都フロンティア：２名、計３名 今期の合計６５名
もう一歩、増強をお願いいたします。
５月も入会予定者があります。（西宮）

５−２ ＜４月の活動報告＞
⑴ ７日(土)・８日(日) 西日本区第 3 回役員会

4 月 7 日・8 日

ホテルクライトン新大阪にて、第 3 回役員会を開催しました。

白熱した討議を経て、下記のような内容が議決されました。
第 1 号議案
議案内容
提案者

2017-2018 年度 第２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 2 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)

第 2 号議案

2017-2018 年度 西日本区第３回役員会第２日の聖日早天礼拝献金贈呈先の件
第３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、災害支援金に繰り入れ
る。
理事 大野 勉
審議結果 全会一致にて承認(承認 18)

議案内容
提案者
第 3 号議案
議案内容
提案者
第 4 号議案

議案内容

提案者
第 5 号議案
議案内容
提案者
第 6 号議案

議案内容

2017-2018 年度次期における次期理事承認の件
戸所 岩雄ワイズ（彦根シャトー）を次期における次期理事として常任役員会では承認されています
が、本役員会でも追認をお願いしたい件。
指名委員会委員長 岩本 悟
審議結果 全会一致にて承認(承認 18)
2017-2018 年度西日本区経常会計及び特別資金会計の中間決算報告に関する件
2017-2018 期における西日本区計上会計及び特別資金会計の 2018 年 3 月 31 日現在の中間決
算を 2018 年 4 月 6 日西日本区第 5 回財務委員会に於いて監事により会計監査を受けます。それ
を受けて、この西日本区第 3 回役員会にて承認を受けます。その上で、2018 年 6 月 9 日開催の西
日本区代議員会にて提案いたします。資料は、西日本区第 5 回財務委員会が 2018 年 4 月 6 日開
催のため、役員会当日に配布します。
西日本区会計 桑野 友子
審議結果 全会一致にて承認(承認 18)
「西日本区発展を希求するビジョン」達成に資するための JWF 基金有効活用の件
メンバー個人個人から寄せられた献金である”JWF”ですが、今後５年間に限り、毎年各２４０万円基
金総額１,２００万円を一般会計に繰り入れ、区役員などの活動資金に活用するお願いについて
びわこ部部長 松岡 義隆
審議結果 反対多数にて否決(賛成 4､反対 10､棄権 3)
西日本区発行印刷物および記録写真の保存、ホームページへＵＰの件
印刷物：区報、メネット報、次期役員研修会ワークブック、次期会長・主査研修会ワークブック、
年次代議員会「議案書および活動報告書」、ＹＭＩ WORLD、ワイズのしおりなど。記録写真：西日本
区大会、西日本区主催研修会、西日本区役員会。以上を西日本区事務所にて保存。
保存方法については長期保存・管理を含め、新しく機材購入を考える。新機材購入費約 10 万円。
ホームページＵＰ内容：原則として個人情報、会計などに関わる事項はＵＰしない。
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提案者
第 7 号議案
議案内容
提案者
第 8 号議案
議案内容
提案者
第 9 号議案
議案内容
提案者

記録写真は選択後ＵＰ。
会員各位からホームページＵＰ以外の保存データ送信依頼については、可否を決定する人選が必
要(個人情報、管理について知識のあるワイズメンが望ましい)。例：組織としては広報・情報委員会。
区報編集委員長 三浦 克文
審議結果 全会一致にて承認(承認 18)
国際憲法改正に伴い、ロースター記載事項を変更する件
2018 年１月 31 日締め切りをもって国際投票された議案（別紙資料５P）
の議決により、国際憲法内容が変更となります。
2018 年 7 月発行のロースターへの変更事項記載をお願いするものです。
西日本区理事 大野 勉
審議結果 全会一致にて承認(承認 18)
西日本区定款変更の件
定款第 3 条第 6 項「新たにクラブを結成し、・・20 名以上の会員候補者を選定・・」の条文中、20 名
を 5 名以上に変更する。これは国際憲法の変更に伴う改正です。また、第 24 条（附則）第 1
項を次のように変更する。
この改正定款は、2018 年以降 2 回の代議員会の議決を経て施行される。
西日本区理事 大野 勉
審議結果 全会一致にて承認(承認 16)
2017-2018 年度 次期における次々期理事承認の件
古田裕和ワイズ(京都トゥービークラブ)を次期における次々期理事としてご承認頂きたい件。
指名委員会委員長 岩本 悟
審議結果 全会一致にて承認(承認 16)

その他、協議事項として、「瀬戸山陰部の再編について」「各部 EMC 事業強化のためのガイ
ドライン策定」が出され、意見交換が成されました。
⑵ 14 日(土) 草津クラブ 30 周年記念例会

正に手作りの、地域密着型のクラブらしい記念例会でした。ワイズ以外の参加が多く、総
勢 100 名を超える盛大な会でした。葦笛やクアルテット E の美しい響が心に残りました。
⑶ 15 日(日) 京都ウエストクラブ筍掘り＆BBQ 例会

にし連合の DBC 交流も兼ねた、竹林保全、タケノコ掘り、＆BBQ と盛りだくさんな楽しい
会でした。予想された雨を吹き飛ばす熱気が竹林の中にこもり、最後は青空が笑顔を迎えま
した。竹のように節々に力強い活動を続けられる京都ウエストクラブの底力を感じました。
⑷ 19 日(木) 第 18 回アジア太平洋地域大会登録委員会

来年の仙台大会の登録目標は、西日本区から 400 名の参加です。みなさん、奮ってご参加ください。
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⑸ 20 日(金)・21 日(土) ワイズ・YMCA パートナーシップ委員会

年に 2 回開かれる会で、今回が 2 回目となりました。①パートナーシップのモデルとして、
熊本、神戸、奈良、とちぎの取り組みの報告。②8 月の麗水国際大会への YMCA スタッフの派
遣。③連絡主事の役割（マニュアルの見直し等）。④災害発生時の協働のあり方等について話
し合われました。
⑹ 21 日(土) 東西日本区理事連絡会

① 東西日本区の現況報告及び次期活動方針：東西理事及び東西次期理事。②東西日本区大
会（17‐18 年度・18－19 年度・19－20 年度日程等）の確認。③東日本大震災に係る支援に
ついて(東西日本区の活動に関する意見交換、同盟連絡主事報告)。④第 73 回国際大会(麗
水)へ向けての協調態勢について(翻訳、翻訳機、IBC 交流等)。⑤第 28 回アジア太平洋地域
大会（仙台）の協力体制について。⑥ＹＭI ワールド等の翻訳グループの東西分担の確認。
⑦ＹＭＣＡ支援について等、協議されました。報告は第 4 回役員会にて行います。
⑺ 25 日(水) マラリアデーイベント参加

上智大学で開催されたイベントに参加。マラリアについて学びました。今でも年間 44 万
5 千人が亡くなっています。2030 年にゼロマラリアを目指していますが、多くの人の理解や
協力が必要です。歩みを止めると元の木阿弥。ワイズの RBM も大きく貢献しています。
⑻ 28 日(土) 神戸ポートクラブ 30 周年記念例会＆キラリと輝くアート展

自クラブの 30 周年記念例会が開催されました。4 年前の高瀬理事期から続いているアー
ト展も併催されました。100 名を超えるご参加で、音楽に癒され、みなさまの温かい心を感
じたひとときでした。感謝です。
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⑼ 30 日(月・休) 瀬戸山陰部 YYY フォーラム

ゴールデンウィーク前半の好天の下、姫路太子キャンプ場にて開催されました。一般家族の
参加も多く、自然遊び、野草摘み(天ぷら揚げ)、バウムクーヘン作り、もちつき、パンフルー
トの演奏等を楽しみました。心もお腹も大満足の一日でした。ワイズの活躍に感謝です。
５-３ 周年記念例会開催クラブ・期日
近江八幡・西宮・広島
さんだクラブ
2018 年５月 12 日
70 周年記念合同例会
25 周年記念例会
※詳細は、各クラブへお問い合わせください。
５−４

2018 年 6 月 23 日

設立総会のご案内
熊本五福ワイズメンズクラブ
日時：2018 年 5 月 19 日（土） 16 時より
場所：YMCA 熊本五福幼稚園
住所：熊本市中央区魚屋町１－９
問い合わせ先：熊本にしクラブ 亀浦正行
℡：090-8761-8962・Fax：096-323-3640
Mail: officeshow@axel.ocn.ne.jp

５−５ 第 73 回国際大会（韓国・麗水）参加のご案内
申し込み用紙を添付しております。
多くのワイズメンで、大会を盛り上げましょう。
http://english.ysmen2018ic.org/

５−６ 第 21 回西日本区大会登録状況
４月 30 日 19:00 時点の登録状況は、700 名を超えました。ありがとうございます。
目標は 800 名です。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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