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新山 兼司西日本区理事

　第16回夏季パラリンピック東京大会は9月5日東京・国立競技場で閉会式が行われ、13日間の戦いに幕を下
ろしました。　五輪同様に新型コロナウィルスの影響で1年延期となり緊急事態宣言下で原則無観客の開催で
したが、世界中から集まった障害のある約4,400名の選手が個性や能力を発揮し多様性を尊重し合う「 共生社
会 」の意義を発信され、勇気と元気そして感動を与えていただいた大会でした。

　9月も終わりに近づくと、ようやく秋らしくなってきました。　新型コロナの影響は続いていますが、西日本区各
部・各クラブの皆様は、コロナに負けず素晴らしい活動をされています。全てのご紹介は出来ませんが一部ご
紹介をいたします。

　8月10日～12日チアダンスのサマーキャンプを開催されました。
事前の準備段階コロナ禍でのキャンプの在り方を何度も話し合い,最終的に国立大隅自然の家にて参加者60
名で実施されました。
今回のキャンプでは、３つのテーマを考えることが目的とされています。
一つ目は「 あきらめない 」というキーワードと共に、学びを深められました。
二つ目は「 ポジティブに 」YMCA運動とはポジティブネットのある社会実現を目指して活動する運動体。三つ
めは「 互いに認め合い、高めあう 」キャンプでは互いの違うところを認め合うこと、そしてその違いを争いの種に
するのではなく、高めあうために、どうしたらよいのかを考えるキャンプでした。
鹿児島クラブ8月号ブリテン鹿児島YMCAからの報告です。

　次に姫路グローバルクラブ主催の第2回ひとり親家庭のお子様限定「 楽しさいっぱいディキャンプ 」のご報告
です。
新型コロナウィルスの影響による
自粛生活で子供たちのストレス
が溜まっているのではないか、
そのストレス発散になればとの願
いで昨年同様ディキャンプを8月
29日に開催されました。広報とし
て、朝日・神戸・リビング姫路の
各社新聞に掲載、又ラジオFM
ゲンキに出演されました。
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主題 Challenges　for　the　future
未来への挑戦

副題 羽ばたこう！　2022年ワイズ100周年に向かって！
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ヨハネ１５：１６

＜　奉仕をする力 ＞（一部抜粋）
これをつける事が奉仕クラブの原点であり、トップスクラブに入会した皆様が人間力を高め奉仕をする力をつけ
る事が最大の社会奉仕活動につながる。
トップスクラブに入会して心の底から良かった！
一人でも多くのメンバーの皆様に実感して頂けるようにトップスクラブメンバー一同で入会される皆様を歓迎致
します！　このトップス力で新型コロナに打ち勝ち邁進していきましょう！！　京都トップスクラブEMCのご報告
です。

　会員増強は会員基盤の強化と参加者全員が積極的にかかわり、適応力を高めると考えます。会員増強の成
功のカギは、クラブ全体の活力につきます！！
　新型コロナの影響により楽しみにしていた各部会が中止や延期になっていますが、各部・各クラブの活力が
低下しないように今、リーダーとしての発揮のしどころです。

　どのようにして指揮を高めクラブの求心力を保つか、今一度、原点に帰って考えましょう！！

あなたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたを選んだ。

聖書の小窓 「選ばれてワイズメン」

　ウェブニュースで一人の女性が天に召されたことを知りました。彼女は普通の人より１０倍速く成長するという
運命を与えられた女性でした。テレビのドキュメンタリーで彼女のことを知り、その人生を受け止めていく勇気と
強さに感動したのを覚えています。彼女の２つの言葉がいまも心に残っています。
　「神様が選んでこの人生を私に与えてくださったのよ」
　「もう一度生まれ変わるとしても、同じ人生でいい。だってこれが私だから」
　「神様が選んで与えられた人生」という中に、自分の存在の確かさと居場所を見つけ出すことができます。神
様に大切にされている「私」を思います。
　神様が選び与えてくださった私の人生。私たちは選ばれてこの人生をおくり、選ばれてワイズ活動をしていま
す。それは神様にとって大切で必要なことだから。一人のワイズメンとして選ばれて与えられた人生です。コロ
ナ禍に中にあっても、ワイズメンとして楽しく活動してまいりましょう。

　9月の強調月間は「 EMC YES 」です。
　今期最重点目標である300名の会員増強に際して、京都トップスクラブが9月例会にて5名の新入会員入会式
を開催されました。

京都トップスクラブでは、毎月EMCゲスト交流会を京都YMCAにて開催されています。ゲスト参加者の皆様に
YMCAとは？ワイズメンズクラブとは？京都トップスクラブとは？の説明をさせて頂き、賛同を頂いたゲストの
方々に例会に参加して頂き、入会へと導いています。西日本区牧野EMCアドバイザーが説明の役割をされて
います。

Page2



国際･交流事業主任　深谷聡　（名古屋クラブ）

 新入会員の皆様　入会おめでとうございます!　9名

 ※２０２１年４月からの累計　41名入会
 * 中西 均ワイズの入会日・クラブ名が7/4入会　和歌山紀州クラブになっていました。
 正式には7/3入会　和歌山紀の川クラブです。 訂正いたします。

 9/11入会  東静司 　奈良クラブ 　阪和部

 9/20入会  早川悟 　米子クラブ 　瀬戸山陰部

 西川智之 　京都トップスクラブ 　京都部

 吉岡諒彦 　京都トップスクラブ 　京都部

 大江真澄 　京都トップスクラブ 　京都部

 岡田和樹 　京都トップスクラブ 　京都部

  江浦誠 　熊本スピリットクラブ 　九州部

 9/8入会  内山亜衣 　京都トップスクラブ 　京都部

BF

BFの意味を学び国際奉仕団体の一員であることを自覚しよう。

　私が若い頃ワイズメンバーであった父から「この古切手１枚でポリオ接種を広められる、１枚の古切手でボラ
ンテイアが出来るんだ」と聞かされ感銘を受けたものでした。
　BFはBF代表が公式行事に参加をする旅費等の資金源として、全ワイズメンズクラブメンバーからの参加に
よって集められた資金ですが、古切手の換金は手間が掛かり、現在は現金による拠出が増えています。PC
の普及に伴い紙媒体は減少しており、当時の古切手１枚の価値より目方で換金をせざるを得なくなくなって
いることも事実で、時代にあった対応を求められています。
　しかしながら、古切手もBF献金の対象として更なる回収にも尽力していく所存です。
　皆々様方にはBF献金をEF献金へのご協力を重ねてお願い申し上げます。
　又EF献金に関して、今後は国際への報告は献金額のみとなり、献金理由は不要となりました。合わせてご
報告させて頂きます。よろしくお願い申し上げます。
　献金は義務感からではなく、感謝の気持ちからであり、相手を思う事が大切だと考えます。世界は酷い事も
多く、何処かで苦しんでいる人たちを思いやる人になりたいと常々思っており、我々ワイズメンズクラブはそ
れを世界に発信をしていかなければならず、隣人に目を向けることこそワイズダムと思います。
　来年はワイズメンズクラブ100周年、東西日本区２５周年記念を迎えます。我々の意義を大切に世界中の
仲間と心の交流が出来る様に、皆で１つになりましょう。

*会員異動報告書9月19日まで受付分

 9/1入会  南唯乃 　金沢クラブ 　中部
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日本YMCA同盟
協力主事/担当主事 光永尚生(三島クラブ)

1　YMCAとワイズメンズクラブパートナーシップ委員会タスク経過報告
　YMCAとワイズメンズクラブパートナーシップ委員会では、「YMCAユースアクション(仮称)」という働きを検討し
ています。そのために、タスクチームを立ち上げて、現在、YMCAで進められている、「YMCAユースチャレン
ジ」を発展的に統合できないかなど、運動の広がりも模索しているところです。この働きは、ユースの皆さんが、
自らの創造的なアイディアを構築し、発信していくことを支えていくための仕組み作りです。
　社会課題に対して、ユース世代の感性を重要視しつつも、ミドルやシニアが、金銭的な支援に加え、違う世代
も巻き込み、社会運動にまで発展できないかなど、チャレンジしていくための取り組みの一つです。ワイズメンズ
クラブの活動の柱の一つである、「Yサ・ユース事業」「地域奉仕・環境事業」「地域奉仕・YMCAサービス事業」
「ユース事業」など、様々な形で、発展的に統合したり、新たな分野を考えたりする自由な発想から、新しい
YMCAとワイズメンズクラブの協働=パートナーシップの地平が表れてくることを期待されています。

2　全国YMCA状況報告
①キャンプ100ストーリーVol 54を8月末に公開いたしました。
京都YMCAからの寄稿で現在、滋賀YMCAの総主事である久保田展史さんからです。久保田さんが経験して
こられた特徴的なキャンプを将来のヒントになるのではと
ストーリーに残していただきました。是非、ご一読ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Vol.054 久保田展史さん
滋賀YMCA総主事
元京都YMCA主事
（2021年8月現在）
生命との出会い、自ら挑戦すること
https://www.ymcajapan.org/campaign/camp100th/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
6年に渡り掲載してまいりましたキャンプ100ストーリーですがキャンペーンも終了し、今回の公開が最後となりま
す。
②8/16～17の2日間に渡って開催した第45回全国YMCA少年少女水泳大会が終わりました。(122名+引率者)
コロナのために日帰りと変更し開催となったことに、各YMCAのスタッフの皆さん、選手、また保護者の皆様もご
協力してくださり心より御礼申し上げます
参加　東京、奈良、京都、神戸、大阪のYMCA。どこのYMCAも実力者がいて、表彰台に登る、メンバー同士が
一緒に泳ぐ、そしてとても楽しそうに話をしているのを見て、全国大会の開催の価値を見た気がしました。
今回、担当者が頑張り、50mの長水路で、競泳国際公認のコース、最大収容人数1万人、ラクタブドームでオリ
ンピックのような会場を確保することができました。
大会運営では、電光掲示板にカタカナで表示された名前が漢字に置き換わり、各レース終了後、2分程度で今
泳いだ選手の、名前、タイム、順位などが印刷された表彰状がすぐにプリントアウトされ、種目ごとで行う表彰式
がスムーズでした。
最後に、東京YMCAから11年連続参加の2名を特別表彰しました。
③全国YMCAの全国大会
・全国YMCAバスケットボール大会（8月16日～18日／会場三重／参加YMCA、神戸、京都、大阪、参加者・引
率者合計186名）
→中止。出場YＭＣＡ全員が宿泊をして参加することになっており、宿泊や入浴、食事を含む生活での感染リス
クを考慮しました。
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　拝啓、皆さまに常日頃ワイズ･ＹＭＣＡ活動に奉仕を頂き感謝を申し上げます。
西日本区では今年度、EF献金を1口/120CHF（スイスフラン）、合計3000CHFを事業目標に掲げて
おります。
　献金いただく方におかれましては、日本円を西日本区へ送金いただいておりますが、2020年9月は
1CHF：115円前後であったものが2021年9月では1CHF：120円前後で推移しております。今後、スイス
フランの為替レートが120円以上になる可能性もございます。
　昨年同様、日本円換算で14，400円を送金いただいた場合、レート次第では1口/120CHFに満た
ない懸念が生じます。

参考：　昨年　日本円（14，400円）÷115円/CHF＝　125CHF
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　 今回　日本円（15，000円）÷120円/CHF＝　125CHF
　　　　　　　　 日本円（15，000円）÷125円/CHF＝　120CHF

EF基金の貢献タイプ
　献金の１口が120CHF以上の場合はPWAF  ポールウイリアムアレクサンダーフェロー
　献金の１口が　50CHF以上の場合はEF　 エンダウメントフレンド
　　詳しくは下記、国際協会HPをご覧ください。
　　Endowment Fund | Y's Men International (ysmen.org)
　　　https://www.ysmen.org/our-work/programmes/endowment-fund/

■2022年8月に延期としておりましたハワイ国際大会は中止となりました。

■2022年11月15日～17日
　台湾・台北市にて「ワイズメンズクラブ国際協会創立100周年大会」が開催決定しま
した。

■第三回東西交流会　2023年2月4・5日　開催場所：ANAクラウンプラザホテル神戸

スローガンが決まりました！　～ 語ろうワイズの未来！共に手をとり、次の100年へ ～

■ 御報告事項
■ EF献金の為替レート変動による注意

１口 / 120CHR（スイスフラン）以上の条件を満たすには

今後の為替レート変動を鑑み 日本円換算 15，000円以上
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日時：2021年9月25日 場所：神戸YMCAとZOOM(WEB会議）

　　5月中旬 び わ こ 部
近江今津市民会館

懇親会：マキノグランドパークホテル
近江八幡 変更

2月27日(日) 阪 和 部  和歌山YMCA 和歌山紀の川 変更

4月17日(日) 京 都 部  ウェスティン都ホテル京都 京都ウェル 変更

1月29日(土) 西 中 国 部 半月庵 岩国みなみ 変更

2月19日(土) 中 西 部  土佐堀YMCA 大阪 変更

10月2日(土) 九 州 部  八代ホワイトパレス 八代 中止

11月20日(土) 瀬戸山陰部
 米子YMCA医療福祉専門学校

由志園〈松江市八束町(大根島）〉
米子

■六甲部部会開催

　今年度初めての部会開催となりました。　2021年9月25日（土）14：00
～　神戸ＹＭＣＡからオンラインによる六甲部部会の開催となり、現地は
六甲部会実行委員会の皆皆様と理事キャビネット少数のみ参加させて
いただきました。
　当日は”大本山須磨寺副住職　小池陽人様”の基調講演や各事業主
査様の報告、フラダンスなど行動制限があるなかオンライン含む１３０名
以上の参加者にて無事盛会に終えることができましたことご報告申し上
げますと共に、今回の部会運営にあたり、ご尽力されました六甲部大野
部長はじめ六甲部の皆様に感謝申し上げます。

■2021～2022年度　各部部会開催日程

開催日 部 部会開催場所 ホストクラブ
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　大会会場：岡山国際ホテル

　懇親会：同ホテル

　ホストクラブ：京都トップスワイズメンズクラブ

　協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

■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があれば、
　西日本区書記 河合博之までお知らせください。　　原稿の締め切りは毎月２０日必着でお願いします。

第25回　東日本区大会
　2022年6月4日(土)・5日(日)

　会場：ホテル東日本宇都宮

　ホストクラブ：宇都宮ワイズメンズクラブ

第25回　西日本区大会
　2022年6月11日(土)・12日(日)

2022年4月2日(土) 大阪長野 45周年 未定

2022年4月23日(土) 彦根シャトー 40周年  エクシブ琵琶湖

開催日 クラブ 記念例会 開催場所

2022年2月5日(土) 奈良 70+1周年  奈良ホテル

■ 周年例会情報

Page7


