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副題 羽ばたこう！　2022年ワイズ100周年に向かって！

　新年明けましておめでとう御座います。
　西日本区内ワイズメン・ワイズメネット・コメットの皆様にとって本年も健やかに新春をお迎えのこととお慶び申
し上げます。今年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
　さて、2022年はワイズメンズクラブ国際協会創立100周年を迎える年になりました。1922年12月12日にトレド・
ワイズメンズクラブという名前でチャターされた最初のクラブを祝う日でもあります。

　国際では、世界中のすべてのクラブが2022年5月1日から8日まで「祝賀の週」に1つ、または複数の祝賀活
動を行うことを勧めておられます。
　西日本区各クラブの皆様も「祝賀の週」に祝賀活動を開催されることを期待しています。又、ワイズメンズクラ
ブ国際協会創立100周年を祝う会として2022年11月15日（水）～11月17日（金）台湾・台北市で開催されま
す。
　東西日本区では、ワイズメンズクラブ国際協会100周年／東西日本区25周年記念を2023年2月4日（土）～2
月5日（日）ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸にて開催されます。
　奮ってのご参加をお願い致します。

　新型コロナウィルス オミクロン株による第６波も気になるところですが、今年に入って西日本区内は躍動して
います。
　2022年1月10日びわこ部新年会、1月15日阪和部新年会、1月19日京都ＹＭＣＡチャリティーゴルフ大会、1
月22日六甲部ＥＭＣシンポジウムと新年会、1月25日アジア太平洋地域100周年記念事業のFood Our 
Heritage and Culture Food Storyの西日本区募集の締め切り日。1月29日西中国部部会が開催となっていま
す。まだまだ各部、各クラブでは盛沢山の活動をされています。

　私の今年の願いは、素晴らしい活動をされている西日本区のワイズメンの会員が増えていくことです。昨年
の7月前期半年報では会員数1,367名となりました。
　西日本区78クラブ中56クラブが20名以下の会員数クラブとなっています。

　会員増強をしなければいけないと解っていても増やせない悩みがあるはずです。
　会員の高齢化だけではなく、もっと根深いところに原因はあるのではと思います。
　会員の増やせない悩みの解消をさせて頂きたいと思っています。新年会や部会にお伺いしますので、何な
りと声を掛けて頂ければ幸いです。

理事通信
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　2021年12月17日、京都ＹＭＣＡ主催の市民クリスマス弦楽四重奏コンサート・礼拝＆キャロソングをウィン
グス京都2階イベントホールで開催されました。
　協賛として京都ウエストクラブ・京都キャピタルクラブ・京都みやびクラブ・京都ウエルクラブの皆様にお世話
になり感謝！！

　2021年12月18日、宝塚ワイズメンズクラブ主催の第17回チャリテイー市民クリスマスが宝塚ベガホールに
て開催されました。素晴らしい音楽を聞かせて頂きありがとうございました。

　最後に重要なお知らせを報告します。
　国際本部から東・西日本区で国際選挙の投票権を持つ各クラブ会長（または事前に登録されている投票権
執行者）宛てにメールが発信されています。
　「各候補者のプロフィールおよび推薦文」および「投票規定」を読んだ後「投票手順」をクリックして投票をお
願いします。
　いずれも日本語版が用意されています。投票の締め切りは2022年1月29日（午前1:00日本時間）になります
ので、それまでに必ず国際選挙の投票をして頂けますようお願いいたします。
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マタイ　2:10

　あけましておめでとうございます。
　クリスマスの季節は1月６日までです。クリスマスの意味は、東の方からやってきた占星術の学者たちが御子
イエスを礼拝したことによります。その日が1月６日です。クリスマスとはキリストのミサからきている言葉です。
　占星術の学者たちはその時３つの贈り物をしました。「黄金」「乳香」「没薬」です。贈り物が３つだったから３
名の博士となりました。この３つにはイエスの生涯の全てが集約されていると言われています。
　この３つは占いの道具でもありました。彼らには仕事の道具でした。占いによって生活の糧をえていたと思い
ますが、それを全部捧げたということになります。神様の御子イエスと出会ったことで、人生を占う必要なくなっ
たということです。神様のみ言葉に従って生きて行く指針を与えられたのです。
　学者たちは「その星を見て喜びにあふれた」とあります。目指してきたものに出会ったのです。人生の目標を
達成したということです。彼らが目標としていたものは「救い主」に会うことでした。
　新しい年も、ワイズ誕生１００年を目指し、与えられた目標・使命のために確かな一歩を歩みだしましょう。

EF

EF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。
何か感謝、記念を与えられた時に献金しよう！

　国際･交流事業主任　深谷聡（名古屋クラブ）

■ EF献金の為替レート変動による注意
　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 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 、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 1CHF:115円前後であったものが2021年9
月で 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 1口/120CHFに満た な
い懸念が生じます。 
　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
　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 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 EF エンダウメントフレンド 詳しく 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/

学者たちはその星を見て喜びにあふれた。

聖書の小窓 「目標の達成」

　２０２２年新年明けましておめでとうございます。
　２年前に始まったコロナ禍は未だ収束の兆しが見えておりません。一日も早くそれが実現出来ますよう祈りま
しょう。
　今回はＥＦ(ｅｎｄｏｗｍｅｎｔ　ｆｕｎｄ国際信託基金)についてお伝え致します。
　ワイズ事業の発展の為に６６年前に設立された会員や各クラブ等からの寄付、遺贈による基金で、本来は自
由献金でしたが、現在は目標額を掲げ表彰を行う等しています。
　皆様から寄せられた基金は国際会議で決定されＥＦ基金管理委員会が支出の決定を行い、世界のクラブ拡
張や存続、トレーニング、ワイズダム推進の為に用いられます。
　ＥＦ基金を申し出る際には「ＥＦ献金申込書」に必要事項を記入し西日本事務所へ送ります。送金は指定の
郵便振込用紙で西日本会計宛てにお願い致します。
　ワイズメンズクラブは世界７２か国に存在し総会員数は３０３００名に及びます。
　我々は国際奉仕団体の一員としての自覚を持ち、この基金を通して世界中の苦しむ人々に寄り添いましょ
う。よろしくお願い致します。
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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)

世界のYMCAのトピックス
■APAYアドバンススタディープログラムが修了
アジアの8カ国、11YMCAから14名の参加者が集まりオンラインで行われたAPAYアドバンススタディープログ
ラム。修了にあたり参加者による共同コミュニケを表明。今年のテーマは"Leadership and Mission in the 
context of the Covid-19 pandemic "。日本からは茨城YMCA青山夏樹さん、山梨YMCA福田奈里子さんの2
名が参加。
■COP26を振り返る
2021年11月1日から12日までグラスゴーで開催されたCOP26気候会議。16カ国20名以上のYMCAアンバサ
ダーがオブザーバーとして参加、世界中で気候変動対策に取り組むユースのストーリーを紹介した。
■香港の少数民族コミュニティを支援ーオンラインでの学生との交流
学習の機会を損失した低所得のエスニック・マイノリティの子どもたち。香港YMCAは、オンライン授業に苦戦
している学生への個人指導や、インターネットにアクセスできない学生のための対面式チューターセッションを
無料で実施。

日本のYMCAのトピックス
■東京YMCA　オンラインで第16回子育て講演会を開催
NHK「すくすく子育て」の汐見稔幸氏を講師に「ポストコロナ・これからの時代に向けて！子育てで大切にした
いこと」と題して講演会が開催。ウイズコロナ時代の変容する社会の中、家庭においても子どもとどう向き合う
か。1月29日、オンライン、視聴無料。要申込み。
■広島YMCA　クリスマス音楽礼拝をライブ配信
プロのピアニストと二胡奏者による1年の締めくくりに相応しい音楽礼拝を開催。司式は日本福音ルーテル広
島教会の立野泰博牧師。12月17日13:00～14:15
■横浜YMCA　発達障がいのある子どもたちのための「からだの使い方&スポーツ・体育教室」
スポーツ庁 の「Sport in Lifeプロジェクト」事業の一環として、運動の苦手意識をスモールステップで関心をも
てるようにと11月28日から全4回開催。講師は笹田哲氏（神奈川県立保健福祉大学）。
■盛岡YMCA　プログラミング体験会を開催
盛岡YMCAは11月13,14日に岩手県宮古市でプログラミング体験会を開催。盛岡YMCAで活動するリーダー
のうち、震災当時それぞれ小学3年生、4年生だった宮古市出身の2人が中心となって企画。岩手日報にも
『ITを通じ古里に恩返し』と題して掲載。
■茨城YMCA　東京基督教大学と包括的連携協定締結
インターンシップの実施など、キャリア支援での関係に加え、より幅広く人的な交流を行い、宣教・福祉・教育
などの面で協力していく。
■10万人の子どもたちにとびきりのクリスマスを
全国23YMCAにおいてAmazon「みんなでサンタクロース」プログラムに参画。Amazon「ほしいものリスト」を活
用した期間限定のチャリティキャンペーン

日本YMCA同盟からのお知らせ
■12月研究所オンライン研修「YMCA伴走サポートシステム」
青山鉄兵氏（文教大学准教授・日本YMCA同盟常議員）を講師に迎え、青少年教育の立場から見た伴走サ
ポートの意義について、また各YMCAからの導入事例をとおしてYMCA伴走サポートの理解を深める。12月17
日10:00-11:30。
■日本YMCAスタッフ研修ステップⅢ
YMCAブランドコンセプトに基づきポジティブネットの推進のトップリーダーシップを担う総合的管理能力を身
につけるステップⅢ研修。YMCA東山荘において集合型で1月11日~15日に開催。
■2022年ピンクシャツデーは2月23日
発達支援事業では、「SNSやネットといじめ」をテーマとした講演会を、アフタースクール事業では「いじめを考
える子どもオンラインかいぎ」をそれぞれ企画、開催。
■Y's×SDGs Youth Action2022  特設ホームページ
YMCAとワイズが、SDGsの定める地域課題解決に向けたユースの活動に助成。ユースグループが実施する
活動に対してその地域のスタッフが伴走し、共に地域の課題解決に向けて取り組む。応募期間：2021年11月
20日〜2022年2月10日。
■YMCA東山荘　年末年始家族パーティー
今回で56回目を迎える東山荘最大のイベント。東山荘でしか体験できないプログラムの数々や年末年始なら
ではのイベントやお食事、全員で「家族」のような雰囲気で年末年始を。毎年開催中。
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　11月27日28日に次期役員研修会が開催され、27日は立野チヤプレンによるキリスト教理解と28日の早天礼
拝では田上次期理事の奨励がありました。
　立野チヤプレンによるキリスト教理解では、「苦難・悲しみ・痛みに寄り添うワイズ活動」、そのとき、「宗教の違
いを超えてともに活動できるのがワイズメンではないか」とお話しをいただきました。広島の教会で子ども食堂
を開催したところ、卒園生が久しぶりに来たり、家族揃って食事を囲む機会ができたりし、ボランティアの高校
生が喜んで参加してくれたり、さらに食材の提供もあり、温かい気持ちが広がっているとのことでした。
　田上次期理事は大学病院の緩和ケアチームでは「最後まで寄り添う」ことを、4月からの在宅診療では「家で
過ごされる期間は楽しんですごしてほしいと」と思い診療されています。その中で人は最期に何を残されるの
だろうと考える機会が多くなったと言われます。人生に満足された方ばかりではありませんが、感謝の言葉が
最期の会話となることがあり感銘をうけるそうです。感謝の言葉こそが寄り添われた方々に残す「愛」ではない
かと思うとようになったそうです。

■ ワイズメンズクラブ国際協会創立100周年を祝う会

2022 年11 月15 日（水）～11 月17 日（金）       台湾・台北市

■ ワイズメンズクラブ国際協会100周年 ／ 東西日本区25周年記念

第３回東西日本区交流会　　　　　　　　ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
語ろうワイズの未来！共に手をとり次の100 年へ
2023 年2 月4 日（土）～2 月5 日（日）

■ 御報告事項

*会員異動報告書12月19日まで受付分

12/16入会  藤田元人 　和歌山クラブ 　阪和部

 新入会員の皆様　入会おめでとうございます!　1名

 ※２０２１年４月からの累計　48名入会

■ キリスト教理解と早天礼拝 クリスチャニティー委員長　川口恵
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告示日：2021年12月18日

■ 後期半年報提出のお願い

　各クラブ会長は2022年1月10日までに所属部の部長へご提出お願いします。

　各部部長は2022年1月15日までに西日本区事務所へご提出をお願いします。

　後期半年報書式は各クラブメール委員へ12月15日に送信済です。
　また、西日本区ホームページ→資料庫→諸届け用紙からもダウンロードできます。

　平素よりワイズ運動へのご奉仕に心より感謝申し上げます。
　さて、このほど西日本区定款第８条にしたがって次年度における次々期理事候補者等指名委員会が構成さ
れ、次年度における次々期理事（2024～2025年度理事）候補者について立候補を募ることとなりました。
　指名委員会は、標題の件に関しましてここに告示いたします。
　クラブで立候補される方がおられる場合は、次の要領にしたがって立候補届出の手続きを進めて頂きますよ
うご案内申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　記
１． 望まれる立候補者の資格
　　 西日本区役員（分割前の日本区を含
む）の経験がある方。
２．　届出の方法
　　 「立候補届出書」・「会長の推薦状（書
式自由）」をご提出下さい。
（記載内容）①　氏名　②　生年月日　③　
住所　④　クラブ名　⑤　写真　⑥ 入会年
月日　⑦　ワイズ活動での経歴　⑧　その
他
　（届出先及び期限）
　届出先　指名委員会 委員長　古田裕和
（京都トゥービークラブ）
　期　限　2022年3月18日（金）までに必着
のこと
　※ 提出期限は上記の通りでございます
が、事務手続き上3月14日(月)までに御提
出下さいます様、お願い申し上げます。郵
送とあわせて、e-mailにて御連絡頂きます
と助かります。
３．写し（コピー）を指名委員である所属部
部長へご提出ください。
４．なお、立候補無き場合は、西日本区定
款第8条第5項及び、『次々期理事等指名
委員会内規』に基づき、委員会において指
名を行うことと致します。
＊　ご不明な点は、委員長　古田裕和まで
ご連絡ください。

西日本区理事　　　新山　兼司
次々期理事候補者等指名委員会　委員長　古田　裕和

■ 次年度における次々期理事候補者の推薦について
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■ Food, Our Heritage and Culture Food Story 募集のおしらせ

　ワイズメンズクラブ国際協会アジア太平洋地域で
は、国際協会設立100周年の記念事業として、アジ
ア太平洋地域各国の食文化の情報を集めたCook 
Bookの編纂を目指しています。東西両区では、海
外から入ってきて日本の家庭で変化を遂げた食文
化、家庭料理というカテゴリーに加えて、次の二つ
の情報を募集します。

【１】100周年を祝う気持ちに通じる、日本のお祝い
事での食事の情報、”Food Story”を収集します。
新年・ひな祭り・端午の節句・七夕・観月という五つ
の行事の時に家庭での料理の情報を「写真」、その
「料理の名前・意味」、その「料理の思い出」、その
「主な材料」をお知らせください。写真についてはご
自身の撮影したものが望ましいですが、なければ
同様の写真を事務局で探しますので、「料理の名
前・意味」、「料理の思い出」、「主な材料」のみ、お
寄せください。

・伊達巻
・鮮やかな黄色をしていて、
食べ物の中でも人目をひく
色合いであること　
　　
から「派手な卵焼き」として伊
達巻と名付けられたと言われ
ています。

・お節料理として初めて作ったのが伊達巻でした。
アレンジを加えて三層
構造のものも作っています。
・卵、はんぺん、醤油、砂糖

送信例

【２】現在、社会課題となっている「フードロス」「食の安全」の視点で家庭料理を考えてみてください。こんな工
夫をすることで、「フードロス」「食の安全」に取り組んでいますという情報をお寄せください。
送信例
「お節料理の時に大量に鰹節、出汁昆布を使用しますが、出汁を取った後の鰹節はフライパンで胡麻と一緒
に乾煎りして、フードプロセッサーに掛けてふりかけにします。出汁昆布は、細く切ってから醤油、砂糖、唐辛
子と煮詰めて、辛子昆布にします。」

お寄せいただいた”Food Story”は、その一部をアジア太平洋地域版に、全部を国内版のCook Bookに掲載
させていただきます。

送信先  東日本区：　東日本区理事　大久保知宏
　　　　　 西日本区：　西日本区書記　河合博之

締切り：2022年1月25日  情報提供をお待ちいたしております。

アジア太平洋地域会長　大野　　　勉
東日本区理事　大久保知宏
西日本区理事　新山 　兼司
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■ Y's×SDGｓ Youth Action 2022　アクションプラン募集中

2月27日(日) 阪 和 部 和歌山YMCA 和歌山紀の川
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

■ 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

5月14日(土) 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

1月29日(土) 西 中 国 部 半月庵 岩国みなみ
2月19日(土) 中 西 部  土佐堀YMCA 大阪
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　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

記念例会

70+1周年

45周年

40周年

河内長野市立市民交流センター（キックス）

 エクシブ琵琶湖

 奈良ホテル

開催場所

2022年2月5日(土) 奈良

2022年4月2日(土) 大阪長野

■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。

2022年4月23日(土) 彦根シャトー

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
　会場：岡山国際ホテル

～ Ｒｅｂｏｒｎ 始まりの地から～
2022 年6 月10 日（金） 前夜祭
2022 年6 月11 日（土） 第4 回役員会・代議員会・大会１日目
2022 年6 月12 日（日） 大会2 日目・エクスカーション

開催日 クラブ

■ 周年例会情報
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