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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！

　2022年２月3日、国内で新型コロナウィルスの新規感染者が9万人台に突入しました。増加の勢いに鈍化の兆
しがあるものの、流行「 第6波 」の収束は見通せません。切り札の飲み薬にも課題がある中、昨夏の第5波では
少なかった高齢者への感染も増えつつあり、医療関係者の方々は危機感を募らせています。
　変異株のオミクロン株が主流となった第6波は驚異的な速さで拡大しました。ピークはいつ訪れるのでしょう
か？
　西日本区内1月・2月開催予定をされていました、部会や周年記念例会は中止、又は延期となりました。この
様な状況の中ではありますが、嬉しいニュースとオンラインでの活動等のご報告をさせて頂きます。

　嬉しいニュースですが、西日本区各クラブ会長様には、度重なる国際選挙の投票の呼びかけに、ご協力を頂
き2023年～2024年度アジア太平洋地域会長に東日本区・川越クラブの利根川恵子ワイズに決定しました。誠
におめでとうございます。
　これからのご活躍に期待し、西日本区の皆様のご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。又、国際会長に
は、デンマークのウルリック・ローリドセンワイズに決定しました。おめでとうございます。
　以上、2023年～2024年度の国際選挙の結果をご報告いたします。

2021-2022年度
新山 兼司西日本区理事

2022年2月4日、西日本区メネット事業あり方委員会オンラインにて開催。
次年度より西日本区の常置委員会として西日本区ワイズメネット委員会が発足します。ついては、西日本区ワイ
ズメネット委員会規則（案）について話し合われました。

2022年2月5日、東西日本区理事・書記懇談会オンラインにて開催。
大久保東日本区理事とは、同期理事として毎月1回懇談会を開催し、情報交換をしています。新型コロナウィ
ルス感染拡大により、両区の予定していた活動の中止や今後の対応策など情報交換をしました。

2022年2月7日、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、今年度の西日本区大会は、2022年6月10日前夜祭・本大会を6月11日単
日開催となりました。プログラム・予算の検討会が取り行われました。

理事通信
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2022年2月8日、次々期西日本区理事選任会議、京都ＹＭＣＡにて開催。
指名委員会委員長である古田直前理事が約1年前より次々期西日本区理事選任に関して各部又は、各クラブ
にてお願いをされていましたが、任務を遂行することが うまく行かず、お膝元の京都部にて対策会議を開催す
ることとなりました。緊急を要することとなりましたが、京都部の結集にて、次々期西日本区理事を選出できるよう
頑張りましょう！

2022年2月12日、アジア太平洋地域MYM（中間評議会）オンラインにて開催。
今年度も半期を終え、アジア太平洋地域の各区理事及事業主任さんから半期報告会が開催されました。

2022年２月１４日、第7回東西交流会実行委員会オンラインにて開催。
2023年2月4日～2月5日に開催される第３回東西日本区交流会のブログラム（案）について話し合われました。
今後毎月1回実行委員会が開催されます。素晴らしい東西交流会になるでしょう！
皆様の御参加を宜しくお願い致します。

2022年2月19日、西日本区次期会長・主査研修会の準備会議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西日本区次期会長・主査研修会は2022年3月12日単日開催となりました。
ZOOMによるオンライン併用の研修会になる為、研修内容の再確認、及び実りのある研修会が出来るよう準備
会議が行われました。

2022年2月22日、西日本区理事キャビネット会オンラインにて開催。
毎月1回、必ず開催している理事キャビネット会も今月は、オンラインにての開催となりました。西日本区内の動
きや各部の活動など何か問題は起きていないかなど話合っています。新型コロナ感染拡大により西日本区内
の活動が出来ず、重苦しい雰囲気になっておられる会員さんもおられるようですので、2022年3月26日（土）西
日本区オンライン交流会を開催することになりました。
詳細は、3月上旬にメールにて各部長・各会長様へ送ります。お楽しみに！

2022年２月25日、ワイズ将来構想特別委員会オンラインにて開催。
① パーパスブランディング今後の進め方について検討。
② 西日本区オンライン交流会について説明。
③ ワイズアカデミー復活、ＬＤ制度の改革など検討。
特に上記 ①～③ について話し合われました。

■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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ヨハネ１５：４

　「ワイズと共に奉仕の笑顔」「広がる輪・寛容の心」

　昨年10月末には全ての規制が解除されCS活動が各部に於いて実施される様になって来ました。
CS事業とは，地域社会奉仕の事で国際のタイムオブファスト事業の区内推進と独自のCS基金運用とを合わ
せ，西日本区ではCS事業と呼んでいます。関係YMCAと協力して地域社会の求めに応える奉仕活動を心がけ
ます。大きく言えば地球社会，小さく言えば地域社会への心を込めた奉仕活動です。資金源は，お年玉年賀
はがきの当選切手の収益金及び自由献金，その他の収入です。
　一つの事業報告例として，やはりコロナ禍で子供たちが自由に外で遊べないストレスがあり親子でのディキャ
ンプ・親子応援プロジェクト（コロナ禍での生活困難者登録）を通じての募集した所予想をはるかに超える応募
があり日常を離れて自然の中での体験は今後の生活に於いて親子と共に大切な共通経験となる事を願いま
す。各部に於いてCS活動が盛んに行われている中又，オミクロン株が蔓延し蔓延防止が発令され各部・各クラ
ブでの活動が規制されています，自然の脅威には勝てませんが，ポジティブに考えてまいりましょう。

メネット事業主任　竹内芳江（岡山クラブ）

　啓蟄も近くなり春遠からじの今日この頃ですが、新型コロナ変異株の猛威、各地の豪雪被害に心が安らぐこと
がありません。
　このような時にメネット国内プロジェクト「ヘアドネーション」に多くのクラブからご協力をいただいておりますこ
と、心より感謝いたします。
　みなさまの優しい思いは、子どもたちの喜びに伝えられています。
　これからも、引き続きご協力お願いいたします。
　今期のメネット事業への献金は、コロナ感染拡大のため、国内プロジェクトおよび事業主任支援献金は中止
いたしましたが、国際プロジェクト献金は継続しています。
　ご協力をよろしくお願いいたします。

　さぁ開けよう！2030年達成に向かってSDGｓ17の扉を奉仕活動は全てのSDGｓを支援しています

地域奉仕・環境事業主任　河原正浩（京都トップスクラブ）

わたしにつながっていなさい。わたしもあなたがたにつながっている。

聖書の小窓 「つながっている」

　コロナ禍の中で何が起こっているのか考えました。一言でいうなら「分断」ではないかと思います。集まれな
い、近づけない、つながれない。社会の中で意図的に分断され、孤独・孤立することが多くなったようです。これ
までの「集い」「つながり」が、私たちを支える大切なものだと気がつきました。
　会議の合間にある幼稚園の園長先生が教えてくださいました。「今日は幼稚園で一日を過ごしました。お誕
生日会があり、私はずっと一人の３歳児の手を握っていました。自閉症児で多動なのだけど、手をつないでいる
とおとなしくして会に参加できるのですよ」と。
　素敵な話だなと聞いていました。手をつないでいることで、どんなことがそこにおこっているのでしょうか。きっ
とここに一緒にいようね。ここにいてもいいよ。いることを確かめようね。と聞こえてきました。
　私たちはつながって「いる」存在です。一人ではなくワイズメンとして働くものと共に「いる」存在です。そんな私
たちですから、誰も欠けてはなりません。ワイズにつながっていることで共に一つに「いる」ことを思い、神の業の
実を結んでいきます。

CS　　Menettes
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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)

日本のYMCAは、互いを認め合い、高め合うポジティブネットのある豊かな社会を創ります
資料①　いじめ問題の対応について(文部科学省 行政説明、いじめ防止対策推進法とは？)
資料②　令和2年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
資料③　コロナ禍におけるこどもたちの心とからだ - 国立成育医療研究センター「コロナ×こども本部」
資料④　「コロナ×こども本部」のさまざまなヒント資料集 （ピンクシャツデーで子どもと考えるヒントに）

ピンクシャツデ―特別資料　こども六法プロジェクト　「いじめで悩んでいるきみへ」

① 世界のYMCAのトピックス
■世界YMCA大会”Ignite”　「Vision2030」ムーブメントが進む
７月にデンマークで開催される第20回世界YMCA大会で「Vision2030」を採択し、そこに描かれた未来への共
創を始めます。大会はオンラインでも参加が可能となるように進められています。
■世界のユースが気候変動にアクションを起こす
気候変動対策に焦点を当てた第1回Youth-Led Solutions Summitの一環として、資金を受けたユースリーダー
たちが、気候危機に対するローカルな解決を持ち策革新しているかを記録動画公開。
■「女性の権利、先駆者たち、エコフェミニズム」に関するオンラインワークショップを実施
「ジェンダーに基づく暴力に対する16日間の活動」世界キャンペーンAPAYでは2021年11月WS開催「女性の権
利」「エコフェミニズム」「女性の権利のための闘いの先駆者たち」41名の若者参加。

② 日本のYMCAのトピックス
■仙台YMCAの卒業生が第59回技能五輪全国大会で銀賞
厚生労働省主催の第59回技能五輪全国大会が昨年末に開催され仙台YMCA国際ホテル製菓専門学校ホテ
ル科2019年度卒業生残間彩さんが「レストランサービス部門」で銀賞を受賞した。
■第38回中日本YMCA水泳大会 1月30日（日）大阪YMCA主管「中日本YMCA水泳大会」、無観客開催。150
名参加、またリアルタイム配信を実施。第38回となり継承とチャレンジを進めた。（
■埼玉YMCAスキーキャンプ延期となるも、急遽「こんな時だからこそ」とリーダーたちが工夫
コロナ感染拡大の影響により延期が決まったスキーキャンプを急遽オンラインで特別プログラムを開催。キャン
プと同じように、みんなで歌ったりゲームをして楽しんだ印象に残る内容であった。
■横浜YMCA スポーツ庁Web広報に掲載。「一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会の実現を目指して」
横浜YMCAは、スポーツ庁の「Sport in Lifeプロジェクト」の実施団体のひとつとなっているが、湘南とつか
YMCAで実施したバスケットボール教室の発達障がいのある子どもたちの教育支援クラスの取組紹介。
■熊本バンド146周年記念早天祈祷会
日本におけるキリスト教プロテスタントの源流の一つとなった「熊本バンド」の結盟146周年を記念して、1月30日
に講演会と早天祈祷会を開催、Youtubeライブ配信した。現在熊本YMCAHPアップ中
■名古屋YMCA120周年記念募金
「全ての子どもたちに自然体験を」をテーマに青少年野外教育の場として活用されてきた日和田高原キャンプ
場リニューアル計画。より積極的な活用のために拡充を予定。募金目標金額は1,000万円。

③ 日本のYMCAのトピックス
■「YMCAは出会いの場」　YMCA山手台センター設立30周年の記念講演で阿部志郎氏
2月26日横浜YMCAのYMCA山手台センターが、設立30周年を記念し阿部志郎氏による講演会を行った。「見
つかる。つながる。よくなっていく。YMCAは出会いの場」をオンラインで実施。
■とちぎYMCA会員総会「とちぎYMCA大会2021」をオープンに実施
とちぎYMCAの会員はもちろん、全国のYMCAに連なる多くの方々に地域、社会に対して、とちぎYMCAの「い
ま」と活動の成果を内外に向けて発信。2月11日10:00-11:00、オンラインにて開催。

④特集：YMCAピンクシャツデー2022　【日本YMCA同盟からお知らせ】
今年のピンクシャツデーは2月23日。（全国YMCAこども会議からの動画）
社会全体がいじめに対して「自分事として」向き合うこと、そして、被害者と加害者以外の立場にいる人が「傍観
者にならないこと」が、いじめられている人を救うことになる…と私たちは考えます。
今こそ、いじめの問題について一緒に考え、アクションを起こしましょう。
全国のYMCAピンクシャツデーの様子がわかる特設フェイスブック
https://m.facebook.com/japanymcapinkshirtday
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2/19入会  岡田弥生 　近江八幡クラブ 　びわこ部

 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　61名入会

1/27入会  イモト・ブレンダ・バレンシア 　京都ZEROクラブ 　京都部

 秋久成人 　京都ZEROクラブ 　京都部

*会員異動報告書2月19日まで受付分

1/20入会  皆森禮子 　金沢クラブ 　中部

 平中浩貴 　京都ZEROクラブ 　京都部

2/17入会  高垣善光 　和歌山クラブ 　阪和部

■オンライントークイベント「ピンクシャツデーってなぁに？いじめのない社会をめざして」
若者と、子どもたちや保護者、教員に寄り添うスクールカウンセラーを招き、実際の声を聞き、いじめを自分事と
して捉え、向き合い、考える時間とする。横浜YMCA主催。2月23日10:00-11:30。
■リーダーたちが動画でアピール「こまっているひとがいたらどうする？」
名古屋YMCAでは2月16日～23日ピンクシャツデーウィークとしピンク色のものを身に着け活動。
■大阪YMCA ピンクシャツデーラン いじめ・偏見・差別などをなくすために、私たちが今できることを考え、発
信する機会のひとつとして、ピンクシャツデーランを開催。みんなで楽しく体を動かしながら、いじめの問題につ
いて考え、いじめ反対をアピール。大阪YMCA主催。2月23日。
■差別やいじめをどう考える - オンラインワークショップ「世界の差別の歴史」から学ぶべきこと
岡山ワイズメンズクラブでは、YMCAピンクシャツデー協賛企画としてオンライン講演会「『世界の差別の歴史』
から学ぶべきこと〜黄色い星とピンクのシャツ〜」を開催。2月15日19:00-20:30。
■YMCAピンクシャツデー2022いじめを考える子どもかいぎ「一人ひとりを大切に」
全国YMCAアフタースクール部でピンクシャツデーの取り組みと 自分たちの考えを伝えあう「いじめを考える
OL子どもかいぎ」開催。同じ願いをもつ仲間とOL交流しいじめ反対への願いを一つに。
■講演会「ネット社会で生きる子どもたち　フリースクールの子どもたちとの出会いを通して」
2月7日に、神戸フリースクール代表の田辺克之氏を迎えて実施した講演会に全国のスタッフ、リーダー、役
員、そしてワイズメンズクラブから約110名が参加し学びを深める機会となった。

1/29入会  尼子勝子 　福山クラブ 　西中国部

 沖野有紗 　福山クラブ 　西中国部

2/1入会  竹中成行 　富山クラブ 　中部
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告示日：2021年12月18日

■ 奈良傳賞　ご推薦のお願い

奈良傳賞に相応しいワイズメンのご推薦をお願いします！
【提出期限】2022年3月25日　郵送必着
【提出先】　西日本区理事　新山兼司

■ 西日本区オンライン交流会のご案内

2022年3月26日（土）19：00～21：00
Zoomによるオンライン交流会
●今回は事業説明会ではなく交流を目的としていますので、ディスカッションタイムでは飲食OKです！
●アピールタイムも予定していますので、周年事業や部会等のアピールをお待ちしています！

■ 御報告事項

　　　　　　　　　　　　　　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。

■ 次年度における次々期理事候補者の推薦について

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。
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　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。

■ 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。

■ 広報・情報委員会からのお知らせ
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京都パレス 50周年 京都ホテルオークラ

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

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

■ 2021～2022年度　各部部会開催日程

■ 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）

開催日 部 部会開催場所 ホストクラブ

■ 周年例会情報

開催日 クラブ 記念例会 開催場所

2022年5月7日(土)
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【西日本区ホームページ新着情報】 

 

●トップページ ワイズリーフレット リンク新設しました 

ysbrochure1610.pdf (ys-west.or.jp) 

2022 年 02 月 26 日  

国際会長ニュース 2022年 3月号をアップしました。 

2022 年 02 月 26 日  

ＥＭＣ事業通信 第 7号をアップしました。 

2022 年 02 月 21 日  

ＥＭＣ集計表 12月・2022年 1月分をアップしました。 

2022 年 02 月 10 日 

YMI WORLD 2021-22年度 第 2号をアップしました。 

 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_manual/ysbrochure1610.pdf
http://www.ys-west.or.jp/archives/riji_tushin.php
http://www.ys-west.or.jp/shunin/2021/shunin_emc.php
http://www.ys-west.or.jp/shunin/2021/shunin_emc.php
http://www.ys-west.or.jp/archives/riji_tushin.php

