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羽ばたこう！ 2022年ワイズ100周年に向かって！
2021-2022年度

西日本区理事

新山 兼司

(京都トップスクラブ)

新型コロナウィルスの新変異株オミクロン株の感染拡大で社会機能の維持に危機が迫っています。欧米でも
深刻な事態になっており、政府は濃厚接触者の待機期間を10日間に短縮することなどで影響を最小限に抑え
る考えを示しましたが感染者はかつてないペースで急増しています。
2022年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が、西日本区内の活動は新型コロナ
ウィルス・オミクロン株の感染拡大により、1月・2月の各部の行事を中止又は延期をされることとなりました。その
中でも唯一開催された部やクラブのご報告をさせて頂きます。
2022年1月10日 北ビワコホテル グラツィエにて びわこ部合同新年交流会が開催されました。
びわこ部の皆様とは元京滋部の時からの間柄で久しぶりにお会いできた方もおられ、琵琶湖の夕日を見ながら
楽しい一時を過ごさせて頂きました。
ご準備された皆様に感謝致します。

2022年1月11日 ホテルニューオウミにて 滋賀蒲生野クラブ 1月新年例会に参加し「 西日本区の現状と今
後の展望 」と題して講演をさせて頂きました。1月10日ホテルニューオウミで宿泊したため、午前中より滋賀蒲
生野クラブの東会長や三原書記ご夫婦に近江八幡周辺の観光スポットをご案内して頂き有難うございました。
滋賀蒲生野クラブさんのこども食堂支援活動のお話も聞けて良かったです。又、午後からは安田びわこ部部長
と滋賀YMCAに行き、久しぶりに久保田総主事とお会いでき滋賀YMCAの活動を聞かせて頂きました。
滋賀蒲生野クラブさんの例会開始迄の間、皆様にお世話になり感謝致します。
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2022年1月12日 ウエスティン都ホテル京都にて 京都
トップスクラブ新年例会、自クラブの例会ですが、ゲストの皆
様 12名参加、そして2名の入会式がありました。
総勢60名以上の参加となり、テーブルスタイルではなく、コ
ロナ対策用の配置をされていました。今期に入って他クラブ
より多くの皆様がトップスクラブの例会に参加されていますの
で、ドライバー委員会は必ず例会1時間前に入り、リハーサ
ルをしています。例会は時間通りに始まり、時間通りに終了
するだけではなく、参加された皆様に活力を与え、次の例会
も参加したいと思って頂けるような例会になっています。
これからも宜しくお願い致します。
2022年1月13日 第25回西日本区大会実行委員会 オンラインにて開催
新型コロナウィルス感染拡大により、2022年6月11日･12日の2日間開催を6/11単日開催にすることが決まりまし
た。
合わせて1月14日西日本区常任役員会に議案提出をされました。
2022年1月14日 西日本区常任役員会オンラインにて開催
今年度、西日本区における様々な課題を含め、協議をしました。協議案及び議案については概要を別資料に
掲載します。
2022年1月19日 寒空の中、京都YMCAチャリティーゴルフコンペが開催されました。新型コロナウィルス感
染対策のためハーフコンペに変更されプレー終了後の表彰式も中止となりましたが京都部のワイズメンズと共
に楽しいゴルフが出来ました。
2022年1月23日 ワイズ将来構想特別委員会オンラインにて開催 数年来の会員減少に歯止めがかからず
西日本区改革としてパーパスブランディング策定計画について意見交換をされました。
西日本区には78クラブがあり。それぞれのクラブは日頃より素晴らしい奉仕活動をされています。
その活動を末長く継続していくためには、今クラブにとって何が足りないのか、今一度クラブ内にてご検討して
頂きますようお願い致します。

■ 2月の強調月間テーマ ヒールザワールド

国際協会HTW委員長
キム・ドンギュー（韓国）

ヒールザワールド（HTW：世界を癒そう）は、ワイズメンズクラブ国際協会（YMI）の統一国際プロジェクト（UGP）
です。これは、YMIがすでに持っているリソースを結集する包括的なプロジェクトです。私たちは、共通のニーズ
を特定し、メンバーのスキルや持てるものを、調整したプロジェクトに活用します。
その第一歩として、私たちは中核となる対象分野を決定しました。ヒールザワールドは、保健・医療ケア、恵ま
れない地域での建設・改修、緊急資金、救援活動などを提供します。また、教育、環境や最近インドやラテンア
メリカで実施したような新型コロナウイルスの支援活動も含まれます。
第2段階として、HTWネットワークを作りました。HTWネットワークは、特定のことがらのためにオンラインプラッ
トフォームでつながったワーキンググループです。HTWネットワークは、私たちの運動の中で、思いやり、つな
がり、協力を促進するものです。6つの主要なグループが発足しています。ブランディングと広報、教育、国際ボ
ランティア、医療サービス、救援と復興、SDGs推進です。
3つ目のステップでは、共通言語、キーフレーズ、共有イメージなどの全世界的なメッセージ戦略を用いて、
共通のテーマで行われるプロジェクトの実施を効果的に広報し、私たちのグローバルな活動を促進、アピール
します。
ヒールザワールドを通じて、YMIにふさわしいインパクトをどのように生み出すのでしょうか？
私たちは、グローバルなボランティア活動によってインパクトを与えていきます。国際的なチームがスキルを持
ち寄り、文化的な理解を深めることで、多角的な経験をすることができます。外部からの資金を増やすことで、リ
ソースの配分を可能にします。
世界中でのYMIの成果を見ることで、モチベーションと積極的な関与を高めることができます。入会候補者に
とって、より魅力的な存在になることもできます。
プロジェクトが増えれば知名度が上がり、会員拡大につながり、より多くの人的・資金的リソースが確保されると
いう好循環が生まれます。また、全ての地域のYMCAとの実践的な協働の扉を開くものであるとも捉えていま
す。
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あなたは私の愛する子、わたしの心に適う者
マルコ １：１１

聖書の小窓 「親の気持ちは」
進学か就職かについて悩んでいる学生からの相談を受けました。自分の思いや、やりたいことを親がわかっ
てくれない。そんな親は親として認められないと。それを聞きながらスリランカの言葉を思い出しました。「子ども
に対する親の気持ちは骨髄まで響く。でも子どもはそれを知らない」というものです。
親が分かってくれない、親として認めないではなく、きちんと親の気持ちを受け止める努力はしたのかと聞い
てみました。子にたいする親の気持ちは骨髄まで響いている。それをわかった上で、自分の考えを相談したら
いいよと話しました。しっかり話し合うことだと。
イエスは自分が神の子であること、神の心に適う者であることを受けとめておられました。その骨髄にまで響く
父なる神の心をわかっておられます。神のみ心に添って十字架の道を歩まれたのです。
神は私たちも子としておられます。そのみ心は知ることから始めたいと思います。ワイズ活動における神のみ
心とはいったい何でしょうか。ワイズ百年に向かってこれまでの神のみ心を確認し、感謝し、これからも神のみ心
に適う新しい歩みを進めてまいりましょう。

TOF
飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を抜きその分の金額を支援しましょう
地域奉仕・環境事業主任 河原正浩（京都トップスクラブ）

TOF『Time of Fast Global Project Fund』は国際ワイズメンの募金活動で世界の飢餓に苦しむ人々の為にク
ラブの例会の食事を抜きその分の金額を国際に集めその支援金はＹＭＣＡ世界同盟により途上国の民生向上
の為苦闘しているＹＭＣＡの支援に役立たれています。
途上国を見た時に，川の水・雨水を当り前の様に飲み食事もままならず又コロナ禍の中医療も衛生的に良い
とは言えず，飢餓・貧困にて幼い命が奪われている日々が彼らの当り前の生活なのです。我々日本人は確か
にコロナ禍により経済・飲食関係等の方々は大打撃で大変苦しい思いをされていますが，蛇口を回せば水が
出てスイッチを回せば火が着くと言う様に私たちは恵まれていると思います，同じ（地球人）人間なのに生まれ
た環境でこんなにも違いがと思うと目頭が熱くなります。この状況を少しでも支援する為に献金にご理解，ご協
力頂きたいと思います。
ＴＯＦ献金目標 1,400円（1人当たり）ですがそれ以上の献金をお願いしたいと思います。
各種献金3月15日が期日ですが，西日本区事務所が15日迄に着金確認が出来る様に送金お願い申し上げ
ます。各地で，第6波オミクロン株が蔓延しています，皆様お身体にはご自愛ください。

*会員異動報告書1月19日まで受付分

1/12入会

1/22入会

松井篤
吉田早希
船越大祐
増田知子

京都トップスクラブ

京都部

京都トップスクラブ

京都部

京都トゥビークラブ

京都部

芦屋クラブ

六甲部

新入会員の皆様 入会おめでとうございます! 4名
※２０２１年４月からの累計 52名入会
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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 世界のYMCAのトピックス
■"2022年"そして "その先 "を一緒に旅しよう- 世界YMCA同盟総主事新年メッセージ（日本語版）
2022年のはじまりに寄せられたメッセージ動画。「世界はYMCAのようなネットワーク、”家族” を必要としていま
す。若者を育てるために、そして、地域社会の創造と再構築のために」。
■COP26に参加して - アジア・太平洋YMCA同盟ユースアンバサダーより
1947年以来、YMCAは国連の諮問機関としての地位を確立し、今回のCOPにはブルーゾーンでオブザーバー
資格を持つ20名以上の代表を派遣。APAY代表として派遣されたYMCAユースアンバサダーがCOP26参加の
経験を共有。
■フィリピン緊急支援 台風22号被害へ緊急支援
2021年12月16日、フィリピンは超大型の台風22号により数十万人の人々が被災。12月22日付アジア・太平洋
YMCA同盟緊急支援協力アピールに応え、日本YMCA同盟より2,000ドルを送金。
■世界のYMCAから届いたクリスマスカード（一部紹介）
2 日本のYMCAのトピックス
■全国各地のYMCAで冬休みにキャンプを実施（一部紹介）
盛岡YMCA とちぎYMCA 横浜YMCA 名古屋YMCA 滋賀YMCA 大阪YMCA 福岡YMCA
■第52回全国YMCAリーダー研修会が無事に終了
全国16YMCA60名が参加、10月17日～28日に行われた研修会。最終日にはグループで共に悩み、見いだし
たPositive well-beingを実現するために「私たち（リーダー）ができること」を共有した。
■オンライン英語キャンプで英語コミュニケーション力を向上
英語で過ごすキャンプ「English Camp for Global Leadership」は2021年12月26日から28日の3日間、昨年に引
き続きオンラインで開催。参加者は様々なグローバル・イシューに触れ、そこから考えた自分の意見や想いを周
りに発信（アウトプット）する勇気と受け入れられる喜びを学ぶ機会となった。
■滋賀YMCA シドニー・ギューリック「青い目の人形」
1927年、アメリカのS・ギューリック氏と日本の渋沢栄一氏が企画。人形を贈りあった民間交流。時を越えて2021
年12月24日S・ギューリック氏の孫であるS・ギューリック3世より、滋賀YMCAとヴォーリズ学園に3体の人形贈
呈。アフタースクールの子どもたちは人形の歴史を学び人形を歓迎。
■和歌山YMCA クリスマス街頭募金
12/17JR和歌山駅西口クリスマス街頭募金実施。寒空下38名ものボランティアが活動に参加した。
■とちぎYMCA サンタdeクリーン&ウォーク2021
サンタクロースになってパレードやゴミ拾いをして、街のみんなに子どもの貧困問題や寄付を広くアピールする
サンタdeクリーン&ウォーク。栃木県内のNPOや支援団体、ボランティアが参加し運営するプロジェクト。とちぎ
YMCAメンバーもサンタになってクリーン&ウォークとちぎコミュニティ基金サイト。
3 日本のYMCAのトピックス
■横浜YMCAユースイベント「目に見えない異文化を知ろう！」
フィリピンにルーツを持ちながら日本で生まれ育ち、現在は地元で外国籍の子どもたちの学習支援をしている
学生を迎えて、国籍や見た目では判断できない「異文化」について考える。1月22日
■第24回中・西日本YMCAユースバスケットボール大会
中日本と西日本地域YMCAが参加するユースバスケットボール大会は今年24回目を迎えるYMCAで生まれた
バスケットボールを楽しむ。1月22日~23日開催場所神戸YMCAファミリーウエルネスC
■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」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」と題して講演会を開催。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。1/29
■横浜YMCA 発達に課題のある子どもたち・青年たちの支援講演会
ゲーム・スマホ依存症治療にあたる臨床心理士三原聡子氏を講師「DIgital DETOX スマホやゲームに夢中に
なる子どもたちに私たちができること」講演会開催。発達に課題のある子どもたち・青年たちが上手にスマホや
ゲームを使えるようになるためのサポートとは。1/30湘南とつかYMCA
■全国YMCA体力向上キャンペーン
熊本YMCA 横浜YMCA 社会環境の変化により、子どもの遊ぶ場所、遊ぶ仲間、遊ぶ時間が減少。それに伴
う運動不足は、学習意欲の低下や食事、快適な睡眠の妨げの要因となっている。運動習慣を身につけることに
より、幼少期に必要な体力の基礎を作り、生活習慣を整えることを目的に、2022年1月から3月末までの期間に
全国でキャンペーンを実施。
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日本YMCA同盟からのお知らせ
■1月オンライン研修「YMCA伴走サポートシステム導入オリエンテーション」
12月開催のオンライン研修のフォローアップとして、伴走サポートシステムの導入の流れや、エピソード入力の
体験、集計データの活用など伴走サポートシステムの導入イメージをつくる。12月の研修受講者、研修動画視
聴者対象。2022年1月19日10:30-11:30。
■チャリティキャンペーンAmazon「みんなで応援」プログラム
Amazonの「ほしいものリスト」を活用した「みんなで応援」プログラム。クリスマスシーズンには「みんなでサンタク
ロース」キャンぺーンに23YMCAが参画し、全国のサンタクロースからプレゼントが届いた。「みんなで応援」プロ
グラムは、年間を通して支援先に必要な応援物資を贈ることが可能。
■YMCAピンクシャツデー2022講演会「ネット社会を生きる子どもたち」
神戸フリースクール代表田辺克之さんを迎え、フリースクールで出会った子どもたちとの経験から、今の社会で
困難さを抱えている子どもたちにとって、私たち大人が大切にすべき想いや関わりを一緒に考える。2月7日
10:00〜12:00。参加費無料。
■Y’s×SDGs Youth Action2022募集中
YMCAとワイズメンズクラブが協働し、SDGsの定める地域課題解決に向けたユースの活動に助成金を提供。
2022年4月〜2023年1月までの活動、1チーム最大20万円を支援。応募期間は2022年2月10日まで。
■YMCA東山荘
今年の年末年始家族パーティーには延べ316名が参加。

■ 御報告事項
■ 第25回西日本区大会を6月11日(土)の単日開催へと変更になります。
第25回西日本区大会を2022年6月11日、12日の2日間で開催予
定しておりましたが、6月11日（土）の単日開催へ変更致します.
新型コロナウィルス（オミクロン株）の急速な感染拡大により、各部
行事が中止または延期等の状況であり、今後、オミクロン株が収束
に向かったとしても、新たな変異株による影響が懸念されるところで
す。
つきましては、大会参加者の安全対策や大会運営を鑑み、2日間
開催より単日開催にした方が柔軟な対応が可能であると考え、誠
に残念ではありますが、単日開催へ変更させていただくことに至り
ました。
当日の大会プログラムにつきましては、2022年2月中旬を目途に
ご報告させていただき、登録受付開始は2022年3月20日頃を予定し
ております。何卒、ご理解。ご協力の程お願い申し上げます。

■ 大阪高槻クラブが2022年6月30日に解散となります。
■ 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）
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■ 次年度における次々期理事候補者の推薦について
告示日：2021年12月18日
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
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。

■ Y's×SDGｓ Youth Action 2022 アクションプラン募集中
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■ 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

2月19日(土)

中

西

部

土佐堀YMCA

大阪

中止

2月27日(日)

阪

和

部

和歌山YMCA

和歌山紀の川

中止

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

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

■ 周年例会情報
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

2022年4月2日(土)

大阪長野

45周年

河内長野市立市民交流センター（キックス）

2022年4月23日(土)

彦根シャトー

40周年

エクシブ琵琶湖

2022年5月7日(土)

京都パレス

50周年

京都ホテルオークラ

奈良ホテル

中止

■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。
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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11 日（土） 第4回役員会・代議員会
大会 １日開催
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
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