
理事通信
読まないと損する

2021年1月号
編集発行／西日本区事務局

古田 裕和2020-2021 年度
西日本区理事

1P

　新型コロナウイルス第3波により、クリスマスも年末も例年とずいぶん違う様子で過ぎ去り、新年を迎えました。皆さ

まはどのように新年を迎えられましたでしょうか。私は今年こそは少しでもコロナ以前の世の中に近づくことができる

ようにとの願いをもって新年を迎えました。皆さまも同じ気持ちではないかと思います。

そして今年はワイズメンズクラブにとって100周年を迎える前の年となります。この大切な1年の年頭に当たり、お願い

があります。それはこの重要な1年、コロナで動きにくいのはわかりますが、何とか工夫をしてクラブ事業やメンバー増

強活動を思い切り悔いなく行っていただきたいということです。それぞれのクラブがまた一人一人のメンバーがその思

いで1年間動いていけば、必ず素晴らしい100周年が迎えられるはずです。どうかよろしくお願いします。

　12月を振り返りますと、5日はアジア・太平洋地域の年度の4分の1を終了しての報告会が有り、また同日に大阪YMCA

において、関西ワイズビジネス交流会のキックオフが行われました。この会は大阪茨木クラブのメンバーが中心となっ

て中西部や阪和部に広めていこうとしている会です。ワイズメンズクラブの中で仕事に係わる情報交換を行ったりしな

がらEMC活動に繋げていこうという趣旨で作られたと思います。このように今までにないことを行うことは非常に勇気

がいりますが今のワイズメンズクラブにとって本当に大事なことだと思います。これからも頑張って関西ワイズビジネ

ス交流会を発展させていってください。

　今年度国際会長が強く提唱されているプロジェクトにWeek4Waste(ゴミのための週間)があります。2021年4月18日

から24日の週間にベストを着て各地域で清掃活動を行ってほしいとの思いでおそろいのベストも制作されました。西日

本区では８クラブから注文があり１５２着のベストが売れました。購入クラブが行う清掃活動は藤好地域奉仕・環境主

任からアジア・太平洋地域のCS主任へ報告書の提出がなされました。また広島クラブ・宝塚クラブ・滋賀蒲生野クラブ・京

都東稜クラブ・京都ウエルクラブなどからブリテンなどを通じてクラブ独自の清掃活動を行っていることも報告されて

います。是非西日本区の多くのクラブがこのプロジェクトに参加していただければと思います。

　１２月にはうれしいニュースも入ってきました。六甲部の宝塚クラブからCS事業報告書が届きました。その事業は１

５年に渡って続けてこられた市民クリスマス「キャロルを歌う夕べ」がコロナ禍で中止することになったことで、それに

代わる案として、「みんなでつくるOne Christmas」というビデオを制作し18日から25日までの8日間Youtubeで発信され

ました。手軽に視聴できるようにとの工夫もしっかりされた結果1,189の視聴回数を達成されたそうです。CS事業として

もワイズメンズクラブを広める広報活動としても素晴らしいと思います。

　新しい年もコロナに負けず考え・工夫して苦境をできるだけ楽しく乗り越えていければと思います。今年も引き続き

よろしくお願いします。
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■2020年度 次期役員研修会が開催されました。

2020 年度次期役員研修会が開催されました。
古田理事の西日本区現況報告があり、基調講演はアジア太平洋地域次期会長の大野勉さんによる「No Y's No Life ！」
新山次期理事と次期役員のみなさまの熱い思いのこもった主題・方針が発表されました。

2020-2021 年度　西日本区次期役員研修会
2020年 11月 28日～11月 29日 ( 日 )

於 : ホテルクライトン新大阪
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■2020年度 次期役員研修会の風景



■今月の聖句　2021年1月
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日本福音ルーテル広島教会（松山教会兼務）　　牧師：立野泰博

小さい頃は鍵っ子で、家に一人でいることが多かったです。よくワイドショーを観ていました。いまでも芸能ネタは好
きです。その人の生き方と才能、隠れている努力を知ることに興味があります。人気が出る人は何かしらもっている方
が多いようです。
　ＡＫＢ４８はいまだに人気があり、影なる努力をしていると思います。プロデューサーが「人気が出るメンバーは、や
るべきこと、できること、やりたいことを自覚して、それをバランスよくきちんと実践できている子だと思います」と書
いていました。この３つを自覚することは大変です。あえてそれをしているのだと感心します。
　聖書も３つを大切にしています。御言葉を「伝えること」「励むこと」「時」です。ワイズ活動も「やるべきこと」、「できる
こと」、「やりたいこと」をしっかり考えてみたいと思います。新しい１年に神様の祝福を祈ります。

御言葉を宣べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。
２テモテ  ４：２　

聖書の小窓「バランスよく実践」

■大阪サウスクラブ65周年記念例会が開催されました。
65周年おめでとうございます !
日時： 2020 年 11 月 10 日（火） 　午後 6 時 30 分～午後 8 時 30 分 
会場： 大阪南 YMCA2 階ライブラリー
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■福山クラブ40周年記念例会が開催されました。
40周年おめでとうございます !
日時：2020 年 11 月 27 日（金） 18 時 00 分～ 18 時 40 分 
形式：WEB 例会 
主催会場：福山 YMCA ２階チャペル 



4P6P

■YMCA報告

日本 YMCA同盟
担当主事　光永尚生 ( 三島 )

「新しい社会 (New Normal)に生きる力」

2021年の新しい1年が始まります。ワイズメンズクラブ
に連なる皆様には、これまでの困難の中での生活から、希
望に満ち溢れ、活気のある1年となられますように、共に
祈っております。何卒、心身の健康を第一に、新しいチャ
レンジができますようにと考えます。

2021年の YMCAは、様々なチャレンジを進めています。

①自然、体験活動の再開を向けてキャンプ5団体と共同宣言を発信しましたが、自然、体験活動は社会に必須なもの
　として、次のメッセージも積極的に発信していきます。

②チャリティラン、リアル開催中止増に伴い、バーチャルランの提案・支援、ファンドマスク活用しましたが、新しい
　スタイルでのチャリティランにチャレンジします。

③全国YMCAリーダ研修会をハイブリッド方式で開催。キャンプ100年関連も同方式で開催しました。次の100年に
　向けて継続してユースの成長をサポートしていきます。

④研究所stepⅡ、オンライン・集合研修併用により「コロナ後のYMCA」のテーマ、新形式で55日間開催しましたが、
　新しい研修や学びのスタイルにチャレンジします。

⑤高校生のオンラインコミュニティに「伴走」、高校生の社会課題への企業アイデアソン共同開催・支援を通して、　
　ユース世代のチャレンジ活動をサポートしていきます。

⑥ユース委員会、全国ＹＭＣAユース５００名へ「コロナ禍での現状と課題」アンケート調査を実施し、その提案も受

　けて、次の中期計画推進へチャレンジしていきます。

⑦世界YMCAレジリエンスリーダシップまとめ冊子の翻訳（済）コロナ後の未来を考える教材作成しまたが、レジリ
　エンスリーダーシップ推進にチャレンジします。

⑧コロナ禍の中でもSDGｓの推進、企業とコラボ、SDGｓスタート動画、ブック準備などにチャレンジしていきます。

⑨熊本YMCA球磨村避難所運営事例等に学び新たな行政との連携にチャレンジします。

⑩2021年度からの中期計画策定、同盟協議会提案、アンケート意見、各種取り組みをもとに策定した新たな取り組
　みにチャレンジいたします。

2021年も、全国のYMCAとワイズメンズクラブのパートナーシップ推進を宜しくお願いいたします。

「入りたくなるワイズメンズクラブ、支えたくなるYMCA」
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■1月の西日本区強調月間

国際・交流事業主任
中堀　清哲（鹿児島クラブ）

I B C  DBC
IBC、DBCのクラブがあるところは何か連絡を取り合い
近況報告をお互いにやりましょう。
IBC、DBCの無いクラブの皆さんは他クラブ訪問なさってみませんか。
オンラインを活用しましょう。

　皆さま、ワイズメンズクラブ西日本区の１月は「DBC」・「IBC」の強調月間となります。社会奉仕団体としての

ワイズメンズクラブの醍醐味の一つに、交流活動があり、その象徴的なものが「兄弟・姉妹クラブ」締結です。つまり、

「DBC＝Domesutic（国内）Brother（兄弟）Clubs(クラブ )」・「IBC＝International（国際）Brother（兄弟）Clubs(クラ

ブ ) 」です。ここで皆さんに考えていただきたいと思います。ただ、クラブの相互交流として旅行したり食事を

するだけでは本来の兄弟クラブ締結の意義は果たせないと思います。交流することの本質は何か。自分のクラブ

会員だけの交流だけではいつの間にか固定概念に支配されてしまい、停滞が発生します。他クラブと交流するこ

とにより様々な事に気付かされ、進歩するのです。その過程で寛容性が生まれ、代謝が生まれるのです。活動が

楽しくなければならないという意見はごもっともですが、その

楽しさから何かを見出し、育まなければ兄弟クラブなど結ぶ必

要はありません。ところが、今はコロナ禍です。IBC,DBC交流

など殆ど出来ぬ状況ですが、Webやインターネットによるオン

ライン会議や会合などにより、遠距離の IBC,DBC同士の交流が

しやすくなっている状況がこのコロナ禍で生じております。私

の所属する鹿児島クラブと宝塚クラブは DBCを結んでおります

が、Zoomにてお互いの例会に顔を出し合っております。去年

までは考えられぬことです。災い転じて福となす、とはまさに

この事です。この際、疎遠になっている IBC,DBCのクラブ同士

でオンライン例会を行ったり、手紙を出し合ったりするのはい

かがでしょうか。そして、アフターコロナに実際に再会した時

の喜びはこの上もない喜びに代わる事でしょう。ワイズメンズクラブが生まれてこの1世紀、多くの災害、疫病の

蔓延、そして戦争。幾多の困難を乗り越えて先人の方々はワイズダムをＹМCＡと共に今に伝えておられます。今

回のコロナウィルスのパンデミックも何とか乗り越え、次世代に進化したワイズダムをバトンするために新たな

交流、ＩＢＣ、ＤＢＣの形を育みましょう。
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■NEWコンテンツ !! 是非お読みください !!

ワイズで自慢したい !
教えたい ! 知ってもらいたい
理事通信では各事業役員会などの情報を毎月、西日本区のワイズのみなさんに発信してまいりましたが、今期は新型コ

ロナウイルスの影響により交流にも制約がありワイズとのふれあいも少なくなり、ワイズの皆さんは西日本区、各部の

役員の皆様のあたたか～い人間的な横顔を知らないのでは ?? と考えました。そこで特別企画として、お堅い話は一切

ナシ ! 役員の皆様の意外な一面をクローズアップして楽しく読んでいただけるコンテンツとして「わたしの横顔」を企

画することに致しました。

わたしの横顔 !

阪和部　部長
中井　信一 ( 奈良クラブ )大の旅行好きです

　残念ながら皆様と直接お会いする機会が少ない、海外旅行もまま

ならない今期です。旅好きの皆様とご一緒に 2014 年夏に参りまし

た『USA 横断、ルート 66 の旅』を振り返り、Covid-19 の一日も

早い終息をご一緒に祈念致しましょう。

　元々、旅行が好きで大学４回生の夏休みに 1 ヶ月間、ヨーロッ

パを貧乏旅行した良い想い出が有ります。近鉄エクスプレスに在職

中、1978 年～ 87 年まで USA（NYC,ATL）に９年駐在致しましたが、

“グレイハウンド” で横断する事にも憧れていました。定年退職し

た際に車でゆっくり旅行をと考え、ジャズの名曲 ROUTE66 も意識

して、66 歳位で北米を走破出来れば良いなと考えていました。悪

友の３名も前会社の USA 駐在員で同じ夢を持っていました。ゆっ

くりと美味しい料理とゴルフも楽しもうと言う旅でした。７月６日

に全員がニューヨーク（NYC）に到着。北米横断の旅の出発です。

▲ジャズの名曲 ROUTE66 も意識して、
66 歳位で北米を走破出来れば良いなと !

車はNYCでONE BOX を借りました。NYCからモントリオール、

トロント、ナイアガラ、クリーブランド、シカゴに向け移動です。

シカゴを後にすると ROUTE66 のスタートです。セントルイス、

タルサ、ツクムカリ、サンタフェ、モニュメントバレー、キン

グマンから最終目的地ロサンゼルス。約２週間の行程。総行程

6,670KM を走破。夢を持つ事も大切ですが、叶える為に有ると

信じます。小生、次の夢も模索中です。早くこんな夢を語れる

状況が来ます様に。前向きに活動致しましょう‼　



8P

■NEWコンテンツ !! 是非お読みください !!

ワイズで自慢したい !
教えたい ! 知ってもらいたい
理事通信では各事業役員会などの情報を毎月、西日本区のワイズのみなさんに発信してまいりましたが、今期は新型コ

ロナウイルスの影響により交流にも制約がありワイズとのふれあいも少なくなり、ワイズの皆さんは西日本区、各部の

役員の皆様のあたたか～い人間的な横顔を知らないのでは ?? と考えました。そこで特別企画として、お堅い話は一切

ナシ ! 役員の皆様の意外な一面をクローズアップして楽しく読んでいただけるコンテンツとして「わたしの横顔」を企

画することに致しました。

わたしの横顔 !

阪和部　部長
中井　信一 ( 奈良クラブ )大の旅行好きです

　残念ながら皆様と直接お会いする機会が少ない、海外旅行もまま

ならない今期です。旅好きの皆様とご一緒に 2014 年夏に参りまし

た『USA 横断、ルート 66 の旅』を振り返り、Covid-19 の一日も

早い終息をご一緒に祈念致しましょう。

　元々、旅行が好きで大学４回生の夏休みに 1 ヶ月間、ヨーロッ

パを貧乏旅行した良い想い出が有ります。近鉄エクスプレスに在職

中、1978 年～ 87 年まで USA（NYC,ATL）に９年駐在致しましたが、

“グレイハウンド” で横断する事にも憧れていました。定年退職し

た際に車でゆっくり旅行をと考え、ジャズの名曲 ROUTE66 も意識

して、66 歳位で北米を走破出来れば良いなと考えていました。悪

友の３名も前会社の USA 駐在員で同じ夢を持っていました。ゆっ

くりと美味しい料理とゴルフも楽しもうと言う旅でした。７月６日

に全員がニューヨーク（NYC）に到着。北米横断の旅の出発です。

▲ジャズの名曲 ROUTE66 も意識して、
66 歳位で北米を走破出来れば良いなと !

車はNYCでONE BOX を借りました。NYCからモントリオール、

トロント、ナイアガラ、クリーブランド、シカゴに向け移動です。

シカゴを後にすると ROUTE66 のスタートです。セントルイス、

タルサ、ツクムカリ、サンタフェ、モニュメントバレー、キン

グマンから最終目的地ロサンゼルス。約２週間の行程。総行程

6,670KM を走破。夢を持つ事も大切ですが、叶える為に有ると

信じます。小生、次の夢も模索中です。早くこんな夢を語れる

状況が来ます様に。前向きに活動致しましょう‼　
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YMCAサービス・ユース事業主任
益国　隆人 ( 広島クラブ )

猫です。
名前は茶太郎

　猫です。名前は茶太郎。ふだんは「ちゃた」と呼ばれます。

3年前のたくさん雨の降った朝、雨宿りに入った建物の下ではぐ

れたママをずっと呼び続けたけど外はだんだん暗くなってきて、

お腹はすくしノドは痛いし、もう動けないよーて思ってたら突然

ニンゲンの大きな手ににつまみ上げられました。

ビョーインというところでいっぱい触られたあと、ニンゲンのお

うちに連れて行かれて、せっかく雨やどりしてたのに温かいお水

と白い泡でずぶ濡れにされました。それからゴォーってすごい音

で熱い風を吹き付けるし、まったくひどい目にあったよ。いまで

もシャワーとドライヤーの音が聞こえたら逃げちゃうもんね。

それからはずっとお部屋ではご主人と一緒だったのに、最近は

「ずーむ」とかいうので知らないニンゲンがたくさん並んでご主

人とお話ししてる。僕もご主人の横顔をずっと見ながら、ご主人

がちょっと席を外したときは「ずーむ」でごあいさつしてるよ。

みなさんよろしくね。

▲ご主人がちょっと席を外したときは
「ずーむ」でごあいさつしてるよ。

■新しい仲間をご紹介いたします

11/26 入会 岡村　幸輝 熊本クラブ

12/9 入会 湧田　泰一 京都ウェルクラブ

12/19 入会 日夏　健二 彦根シャトークラブ

12/20 入会 地野　　孝 京都ZEROクラブ
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■部会情報

■周年例会情報

2021年 3月27日(土)

京都パレスワイズメンズクラブ 
クラブ設立 50 周年記念例会

はじまりは YMCAから

ところ／京都ホテルオークラ
登録費／ 10,000 円

※申込詳細については第 2報にてお知らせします。

Thanks!  YMCA

2021年 2月20日(土)
14:00 開会～15:30 閉会

第32回
ハイブリッド阪和部会 
「寄り添う!!忘れない!!」

■会場
　奈良メイン会場 : 奈良商工会議所
　仙台会場               : 仙台 YMCA 
　和歌山会場          : 和歌山 YMCA
　大阪会場               : 大阪南 YMCA

■会費
　会場参加者     : 1,000 円
　Zoom参加者 :    500 円

■参加申込
　クラブ単位で申込用紙にご記入の上、FAX またはメールにてお送りください。

■お問合せ

※zoom参加可能な方は、ご自宅等からの参加をお願いいたします。

阪和部長／中井信一　　　第 32回阪和部会実行委員長／林 祐幸
ホストクラブ　奈良クラブ
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■西日本区大会情報

■理事事務局から

各クラブ、各部などで西日本区内に広く周知したい情報等があれば、
書記（安井）および理事事務局長（高倉）までお知らせください。
安井▶motoaki73@gmail.com　　高倉▶eri@kyoto.email.ne.jp

第24回西日本区大会

2021年 6月5日(土)／6日(日)

Letʼs do it now

ワイズメンズクラブ 国際協会

大会会場 /懇親会 :ウェステイン都ホテル京都

2022に向けて誇りを持って
All is well.

2021年 2月5日(金)

京都パレスワイズメンズクラブ 
新春特別講演会
3 世紀にわたる金融財閥
ロスチャイルド家から学ぶ

ロスチャイルド家の哲学

鈴木  英之 氏講師
ロスチャイルド&カンパニー 在日総代表

講演会 15:30～17:30( 受付 15:00)

3,000円 ( 当日受付にて )

日時

会費

会場 からすま京都ホテル 宴会場

京都パレスY’S men’s club ファンド委員会 担当 : 大野  TEL／090-1076-7956
【主催・お問合せ】


