
(京都トップスクラブ)

2022年3月5日　インドネシア マラン・ワイズメンズクラブ チャーターセレモニー
ハイブリットにて開催。
　東南アジア地区インドネシア・マラン ワイズメンズクラブはチャーターメンバー
数22名・マラン市に住む様々な民族出身者で構成され、講師・教師・医師・ビジ
ネスマン・NGO・民間企業家などの職業人集団です。ほとんどのメンバーはキリ
スト教徒の方々です。
　スポンサークラブは、タイチェンマイ・ワイズメンズクラブ、マレーシア・シルバー
ステートＹサービスクラブ、バンコク・ワイズメンズクラブの3クラブがスポンサークラ
ブとして ご紹介されました。コロナ禍の中、ハイブリットでのチャーターセレモ
ニーでしたが、たいへん素晴らしいセレモニーに参加させて頂き、有難うござい
ました。
　マラン・ワイズメンズクラブの皆様、チャーター誠におめでとうございます。

2021-2022年度
新山 兼司西日本区理事

2022年3月4日　第5回東西交流プログラム委員会オンラインにて開催。
ワイズメンズクラブ国際協会100周年／東西日本区25周年記念で、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基本的なプログラムがまとまりました。
次回、予算等の検討となります。

2022年4月号
編集発行／西日本区事務局

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！

　２１世紀の時代に、とんでもないことが起きました。ご存じの通りロシアによるウクライナ侵攻です。
　米欧など西側諸国は「ロシア商業銀行のSWIFTからの排除」と「ロシア中銀の外貨準備の凍結」を柱とする制
裁を科しました。これはロシアの海外との送金を困難化させ、貿易・金融取引を事実上停止させるほか、ロシア
中銀による通貨防衛を不能にさせる強い措置をとることとなりました。
　日本のYMCAは第二次世界大戦における歴史的責任を認識し「日本YMCA基本原則」において世界の人々
と共に平和の実現に努めることを誓っています。
　今回のロシアによるウクライナ侵攻について、軍事進攻に反対し、国際的な意見の相違があっても戦争が解
決策になることはなく、対話と協力による外交的な解決策が見つかり、武力紛争が一刻も早く終結することを強
く願います。
　このたび、世界YMCA同盟ならびにヨーロッパYMCA同盟の呼びかけによりウクライナへの緊急支援募金の協
力をお願いされています。2022年3月2日 西日本区各クラブ会長様へ緊急支援募金についての詳細をメール
にて送りました。
　募金につきましては日本YMCA同盟に送金されます。
　皆様の御協力をお願い申し上げます。

理事通信

Page 1



2022年3月6日　Y’S・YMCA × SDGs Youth Action 2022プレゼンテーションイベント　オンラインにて開催。
　全国には35都市に200拠点以上のYMCA、140ほどのワイズメンズクラブがあります。そのYMCAとワイズメンズ
クラブがSDGsの定める地域課題解決に向けたユースの皆様の活動に助成金（各最大20万円迄）を提供し、審
査のうえで選ばれた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ます。
　共に地域の課題解決に向けて活動します。
　グループエントリーが18チームあり、どのチームも素晴らしいプレゼンテーションをして頂きました。東西日本
区・日本YMCAからの選考委員会の皆様と検討し、10チームにしぼり、採用されたチームが、これから活動の準
備に入って頂きます。審査選考会、お疲れ様でした。

2022年3月9日　京都トップスクラブ3月例会ハイブリットにて開催。
　お昼の番組バイキングに出演されています。西川研一弁護士の講演例会でした。印象に残ったのは、メディ
ア戦略としてブランディング × マーケティングのお話に興味を持ちました。いろんな意味での方向性があること
にも気づかされ素晴らしい講演でした。京都パレスクラブクラブより、4名の皆様から50周年例会のアピールにお
越し頂き、ハイブリットの例会にもかかわらず50名以上の参加者が集う例会が開催されました。
　ご準備を頂いた皆様に感謝！

3月11日　西日本区常任役員会オンラインにて開催。
① Y’S・YMCA × SDGs Youth Action 2022 支援金について、事業委員会拠出比率について、選考結果承
認の件など検討。
② 京都みやびクラブ解散の件。
③ ウクライナ緊急支援金について。

3月12日　西日本区次期会長・主査研修会ハイブリットにて開催。
　残念ながら新型コロナの影響により、今年度も単日開催となりました。現地参加約40名及びオンライン参加約
120名の研修会でした。
　単日開催ではありましたが、次年度に向かっての実りのある研修会ができました。
　ご準備をして頂いたＬＤ委員の皆様、西日本区事務所の皆様、有難うございました。ご参加頂いた皆様、お疲
れ様でした。
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クリスチャニティー委員長　川口恵

3月20日　京都プリンスワイズメンズクラブ35周年記念例会開催。
　新型コロナの影響により
　人数制限をされ、京都プリンスクラブの35周年記念例会が ザ・プリンス京都宝ヶ池にて開催されました。
　過去・現在・未来を考え「子供達の未来のために」をクラブコンセプトにされている京都プリンスクラブの素晴ら
しい35周年記念例会でした。
　誠におめでとうございます。

　竹本勇基 　京都トップスクラブ 　京都部

◆ 2022年3月12日次期会長主査研修会におけるキリスト教理解の講座について

　2022年3月12日次期会長主査研修会が行われました。今回は土曜日だけの開催でしたが、立野チャプレン
によるキリスト教理解の講座も開講されました。立野チャプレンのキリスト教理解の講座は、毎期とても人気があ
りますが、講座に参加できる方は次期会長主査などの方に限定されておりますので、それ以外の皆様の方にも
知っていただきたく、立野チャプレンからのメッセージを、理事通信に掲載させていただきます。

　神様を信じるってどういうこと？それは誰かに大丈夫といってもらいたいとうこと。
　日本はいろいろな宗教があるが、日本的にアレンジされている。それは、日本人には根本に「和」の思想があ
るためである。
　ワイズメンズ活動は、あらゆる宗教の人が思想信条の違いを乗り越えて、共に、希望を見出して、人のために
奉仕・仕えていくことである。ワイズメンズクラブのバックボーンにある「キリストの愛と奉仕の精神」は、YMCAとと
もに「苦難、悲しみにある人に寄り添っていく」ことであり、それは「和を創造」していく。

*会員異動報告書3月19日まで受付分

3/2入会 　田中龍太朗 　京都グローバルクラブ 　京都部

3/31入会 　村山大基 　京都トップスクラブ 　京都部

　采野弘和 　京都トップスクラブ 　京都部

 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　65名入会
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ヨハネ　５：１９

日本YMCA同盟
協力主事/担当主事 光永尚生(三島クラブ)

RBM

　国際統一事業、マラリア撲滅にご理解、ご協力、ご支援をお願いします

地域奉仕・環境事業主任　河原正浩（京都トップスクラブ）

　4月25日は2007年世界保健機構（WHO）総会で決められたマラリア対策推進の為の記念日，世界マラリア・
デーです。マラリアは，結核やエイズと共に，人類に甚大な健康被害を及ぼしている世界3大感染症です。マラ
リアは雌のハマダラカに刺される事により感染し，年間約40万人の死亡が確認されています。RBM支援金は途
上国に於いて子供達の命を奪う（3大感染症）の一つとされるマラリア感染予防の為の殺虫処理をほどこした蚊
帳購入を支援する事業です。

世界のYMCAのトピックス
■ウクライナ： YMCAは平和を希求し、平和のために働く
世界中のYMCAムーブメントの思いと祈りは、キエフと国内25カ所にあるYMCAウクライナの仲間たち、そして故
郷を追われた200万人ものウクライナ人たちとともに。
日本のYMCAの支援活動
・YMCA stands for peace; YMCA works for peace--ウクライナ支援緊急募金--
ウクライナYMCAでは爆撃地から逃れる人々のための宿泊・食料・衣料品・衛生用品の提供を開始。今後は子
どもや若者の心理社会的支援を行う。また、ウクライナ近隣諸国のYMCAが連携し、24時間体制で避難民の受
け入れ、救助、生活のための物資支援活動を大規模に展開。
・「軍事侵攻に反対し、平和を求める人々と連帯します」日本YMCA同盟総主事メッセージ
・現地の支援活動、ウクライナYMCAについて（動画・日本語訳あり）
■東アジアの平和を願ってフォーラムが開催
韓国の大邱YMCAでは東アジア国際平和フォーラムを開催。このフォーラムでは、東アジアの平和のための若
者のネットワークを構築することの重要性が強調された。
■#BreakTheBias　 -アジア太平洋地域の女性たちの声　　　　　2022年国際女性デーのキャンペーンテーマ
は「#BreakTheBias」。アジア・太平洋YMCA同盟男女共同参画委員会は3月8日から31日まで、YouTubeチャン
ネルを通じて毎日女性のストーリーと声を紹介する。

父がなさることはなんでも、子もそのとおりにする。

聖書の小窓 「子をみれば親がわかる」

　あるお母さんから聞いたお話。
　小学生の娘さんの宿題に「家族の仕事」という作文がでたそうです。何も相談せずに自分で書いて学校に
持っていき、あとで知ってビックリだったそうです。そこに書かれてあった言葉は、「お父さん、ゴミを燃やすこと。
お母さんに言いつけられた仕事をする」だったそうです。ついでに、「お母さん、みんなのためになる仕事をす
る」とのこと。
　子どもたちはよく親を見ているのだと感心させられました。子どもは親の言うように語り、親のするように実行す
る。ですから、正しい生き方をするように無理に向けなくても、親である自分自身が正しく生きることが大切だと
いうことでしょう。
　「父がなさることはなんでも、子もそのとおりにする」と、イエスは教えて下さいました。子どもを見れば親がわか
るというのは、人間のことだけでなく神も同じです。各クラブも一人一人のワイズをみればそのクラブがどんなクラ
ブかわかりますよね。逆もまた、、、。
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■大阪YMCAキリスト教オープンセミナー「私たちの生きづらさはどこにある？」
大阪キリスト教連合会との共催で、現在の中高生が置かれた状況を知り、彼ら・彼女らの生きづらさの背景を探
る。3月12日14:00-16:00開催。オンライン。
■熊本YMCA本館　オープンハウス開催
新しくなった熊本YMCA本館の内覧ツアーや熊本YMCAの歴史資料の展示など地域に向けたオープンハウス
を開催。熊本発新幹線の時間に合わせての「撮り鉄」撮影会も。3月13日。
■YMCA stands for peace; YMCA works for peace　ウクライナ支援緊急募金
ウクライナYMCAでは爆撃地から逃れる人々のための宿泊・食料・衣料品・衛生用品の提供を開始。今後は子
どもや若者の心理社会的支援を行う。また、ウクライナ近隣諸国のYMCAが連携し、24時間体制で避難民の受
け入れ、救助、生活のための物資支援活動を大規模に展開。
■世界YMCA大会申し込みの第2回締切は3月25日
2022年7月3日-9日、現地参加（デンマーク）／オンラインのハイブリッドで開催。現地で参加の場合は4月以降
参加費が変更となるので、ご検討されてる方は3月中に所属YMCAを通して申込を。
■日本YMCA同盟が参加している助成事業「プレーアカデミーwith 大坂なおみ」が日経新聞に掲載
（注：会員限定記事）
大坂選手は2020年、ナイキ、ローレウス財団とともに「Play academy with　大坂なおみ」を立ち上げた。スポーツ
を通じた女子の成長を促す草の根活動を続けるYMCAを含む団体らを支援。

日本のYMCAのトピックス
■不登校など青少年を支える「libyチャリティーコンサート」
不登校など生きづらさを抱える子ども・若者たちの居場所東京YMCAオープンスペースlibyを支援するための
チャリティーコンサートを開催。YouTube上でライブ配信も実施。3月13日13:30-14:45

日本のYMCAのトピックス
■とちぎYMCA大会2021がオンラインで開催
とちぎYMCAの会員総会としての開催の意味を含め、会員だけでなく地域、社会に対してとちぎYMCAの「い
ま」を内外に向けて発信。アーカイブが2022年4月1日（金）まで配信されている。
■体力向上キャンペーンin札幌
北海道YMCAでは体力向上キャンペーンとしてトレーニング動画を公開。本格的なトレーニングを楽しみながら
できるようにリーダーたちが実践して紹介している。
■東日本大震災から11年
東京YMCAが支援活動を行ってきたYMCA石巻センターでは3月11日、追悼と感謝の集いが行われる。震災支
援活動を機につくられた石巻広域ワイズメンズクラブと仙台YMCAによる共催。建物の再建は進んできたもの
の、産業や生活はまだ復興途上にある被災地を思い、祈りを合わせる。
■新入社員ボランティア体験講座を開催
YMCAフィランソロピー協会（事務局：熊本YMCA）では企業等の新入社員を対象とした研修プログラムを実施、
車いす体験などを通して社会人として必要な、他者理解を深める。今年で27回目の開催。
■Amazonみんなで応援プロジェクト「新生活を応援」
YMCAがAmazonとともに取り組む社会貢献プロジェクト「みんなで応援」。4月から新生活を迎える子どもたち、
学生等に必要なものを「新生活応援ほしい物リスト」として呼びかける。
■学生YMCA　第20回日韓交流プログラム
2月26日、全国の学生YMCAから参加者が集まり「在日米軍」と自分たちの生活が結びついているのか、なぜ米
軍基地があり、どんな問題があるのか、についての勉強会を行い、翌27日には韓国の大学YMCAメンバーと合
同でそれぞれの状況共有と議論とによる交流を行った。
特集：YMCAピンクシャツデー2022
■YMCAせとうち　ピンクシャツウォーキングを支える「バレンタインデー・キッフ キャンペーン」2月11日(金)～
3月27日(日)　ピンクシャツデー バーチャルウォーキング2022は、多くの方の歩み重なり総距離31,563km、世
界一周を達成！
■盛岡YMCA　いじめについての学び
【いじめる人】【いじめられる人】【見ている人】の3つの立場からそれぞれ思いを深める。岩手日報
■いじめを考える子どもかいぎ「一人ひとりをたいせつに」開催
全国13YMCA、25のアフタースクールの子どもたちが参加して行われた、いじめを考える子どもかいぎ「一人ひ
とりをたいせつに」。参加したアフタースクールから、それぞれのピンクシャツデーの取組や、いじめに対する考
えを発表しあった。
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■ 御報告事項

■ 広報・情報委員会からのお知らせ

西日本区のFacebook グループが誕生しました。

　西日本区 広報・情報委員会では、前回実施のアンケートでも要望があり、発信Tool の多様化、西日本区、各
部、各クラブからの発信をより多くの人々に見て頂ける事を期待して、この度、Facebook グループを作成致しま
した。
　このグループには何方でも参加して頂けます。 参加方法は、ページにアクセスして頂き、 グループに参加 ボ
タンを押して頂くだけです。
　参加された方は、本グループに投稿することが出来ます。但し、投稿に付いては、個人的な発信や、部・クラ
ブ内だけの連絡情報の発信、その他の不適切な投稿を避けるため、複数名の管理者により審査され承認され
たものだけが掲示されます。
　又、部・クラブの活動については、極力、自部・自クラブのウエッブサイトへ誘導というスタイルで、リンクURL を
利用して頂く様、御協力下さい。自部・自クラブでのウエッブサイト利用が難しい場合は、広報・情報委員会（
jwr-pr@ys-west.sakura.ne.jp ）まで御相談下さい。
　西日本区のFacebook グループへは、以下のＵＲＬ又は、ＱＲコードからアクセス
して頂けます。
　　　https://www.facebook.com/groups/4751417974955080
　本Tool の健全な発展のため、又、一人でも多くの人々へ情報が届く様、
皆様の御参加をお待ち申し上げます。
併せて、区ＨＰ（ http://www.ys-west.or.jp/ ）もご訪問下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本区 広報・情報委員会

■ 2021-2022年度　西日本区年次代議員会開催公告

ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区理事　新山　兼司

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
2021-2022年度 代議員各位

西日本区定款第6条第6項に基づき、下記要領の通り、2021-2022年度代西日本区年次代議員会の開催
を公告いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1. 開催日時　2022年6月11日（土）10：45～12：15

2.　開催場所　岡山国際ホテル
　　　　　　　岡山市中区門田本町４丁目１番１６号

3.　代議員会に議案を出される場合は、 別紙の代議員会議案提出書にご記入の上、4月9日（土）まで
　に以下の送付先までE-mai1添付、郵送、ファックスのいずれかによりご提出下さい。
   　　※出来る限りE-mailでのご提出をお願い致します。
   　　※議案等の提出先は西日本区理事ですが、事務の都合上、送付先は以下の通りと致します。

4.　5月13日（金）までに代議員の皆様へ議案書・出欠返信用はがき招集状を送付いたします。

5.　当日は時間厳守でお願いいたします。出席されました代議員の皆様には、旅費支給施行細則（1）⑨
の規定により、西日本区大会に同時に開催される代議員会の出席者の旅費は往復実費の半額を補助し
ます。

6.　本公告は西日本区ホームページにも掲載いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
■議案書の送付先
　         　　　　　　　　ワイズメンズクラブ国際協会　西日本区書記　河合博之
　
ご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　　　　　　　西日本区書記　河合博之（京都トップス）までお問い合わせください。
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オフィシャルエージェント募集のお知らせ
～ワイズメンズクラブ国際協会100周年を祝う会～

　拝啓、皆さまには常日頃ワイズ･ＹＭＣＡ活動に奉仕を頂き感謝を申し上げます。
　さて、2022年11月15日（火）～11月17日（木）＠台湾・台北市　において「ワイズメンズクラブ国際
協会100周年を祝う会」が開催されます。現在、世界中で未だコロナ禍は収束しておらず、今後、本
イベントの開催方法等について流動的なところはございますが、開催時期には収束していることを
願いつつ本イベントの準備に取り掛からねばなりません。

　つきましては、本イベントに参加される皆様の安全と利便性を考慮しオフィシャルエージェントを募
集します。下記資格要件を満たし、コロナ禍における具体的な対策等をご記入の上、応募下さるこ
とをお願い申し上げます。

■ 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

2022年3月15日
ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区の皆様へ

西日本区理事　新山兼司
西日本区書記　河合博之

敬具
記

■ ワイズメンズクラブ国際協会100周年を祝う会
■ 2022年11月15日（火）～2022年11月17日（木）
■ 会場　台湾・台北市
■ 応募資格
（1） 国外において主催旅行を企画できる資格のある事業者であること
（2） 緊急の場合において日本国内での対応ができること
（3） 国際大会・アジア太平洋地域大会の登録、運営についての知識があること

■ 提出先　西日本区書記　河合博之　宛
　　※出来る限りE-mailでのご提出をお願い致します。
■ 提出期限　2022年4月28日(木)必着とします、期限を厳守してください。
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■ 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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ともに手をとり決め100年へ
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ANAクラウンプラザホテル神戸

兵庫県神戸市中央区北野町1-1
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分科会
・音楽在楽しもう l

-つイズ力レンゲーを作ろう!
・神戸の町在敵策しよう!

勺ロージンゲセレモニー

5日午前

2022年にワイヌメシ夫クラブ国際協会は100周年を、
東西日本区は25周年を迎えました。
;欠の100周年に向けて語り含いましょう!!

事務局 東西交流会実宜重里金
京都 トゥーピークラブ 古田裕和~ 



平素はワイズダムの発展にお力添えをいただきまして、ありがとうございます。
このたび、世界YMCA同盟ならびにヨーロッパYMCA同盟の呼びかけによりウクライナへの緊急支援募金
の協力をお願いされており、募金方法については以下の方法でも　受付いたします。皆様のご協力をお
願いします。

募金につきましては日本YMCA同盟を通じて世界YMCA同盟に送金されます。
募金の使途につきましては添付資料をご覧ください。

西日本区事務所用払込用紙を使用
＊内訳記入欄に「ウクライナ募金」とご記入願います

既に日本YMCA同盟へ募金いただいたクラブ、ワイズメンはお手数ですが
西日本区書記（河合博之）まで　お名前・募金額をお知らせいただけますと幸いです

連絡先　西日本区書記　河合博之（京都トップス）

　・YMCA特設サイト
https://sites.google.com/japanymca.org/disaster/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A

2

2022年3月14日

■ ウクライナ緊急支援募金方法について

ワイズメンズクラブ国際協会
西日本区の皆様へ

西日本区理事   新山兼司

記

1
西日本区事務所へ送金
（４月１５日まで）
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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

河内長野市立市民交流センター（キックス）

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

■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。

■ 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

2022年4月2日(土) 大阪長野 45周年
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ホストクラブ／
協力クラブ ／

◆ 今大会の申し込みについてのご注意
　1 大会登録申込、登録費のお支払い
　　「大会参加要項」をご覧の上、各クラブで集約してクラブ単位で大会登録委員会へ申し込みと
　　大会登録費のお支払いをお願いします。
　2 宿泊の申し込み
　　宿泊される方は各個人にて宿泊先の手配をお願いいたします。
　　(※別紙にホテル案内を付けています。株式会社ツアーポート様には各自で直接お申し込みください。)
　3 送迎バスについて　(西日本区大会用）
　　岡山駅から大会会場の岡山国際ホテルまで臨時送迎バスをご用意しております。
　　片道260円です。是非ご利用ください。　　駅前でのタクシーのご利用は台数が少ないため困難な時があり
ます。
　　※詳しくは別紙臨時バス運行についてをご覧ください。
　　（バス利用人数を把握したいので登録申込書に往路・復路それぞれに　　　ご記入ください。）
　4　昼食について
　　ホテル周辺には飲食店等がないので、駅周辺で昼食を済ませて会場にご来場ください。

2022年3月吉日
第25回西日本区大会実行委員長 髙坂 　訓　
京都トップスワイズメンズクラブ会長 今西　宏樹
岡山ワイズメンズクラブ会長 高原　良子

　ワイズメン、メネットの皆さま　こんにちは！
　ご案内が遅くなしましたこと誠に申し訳ございません。
　2022年6月に第25回西日本区大会が開催されます。開催地は西日本区大会が初めて開催された岡山県で
行います。　25年目になる大会で原点回帰の意味でこの地の開催としました。
　未だなお新型コロナウィルス感染症の影響が残る時節柄ですが、感染対策を万全に安心・安全な大会を開
催いたします。
　私たち大会実行委員会は2020年末より活動を開始して、大会の企画や準備を開催地の岡山ワイズメンズク
ラブと一緒に行ってきました。
　大会日程が１日となりましたが参加して良かった！　楽しかった！元気がもらえた！と思って頂ける中身の
濃い大会を開催して行きたいと考えております。
　是非沢山のワイズメン、メネットの皆さまと岡山の地でお会い出来る事を楽しみに心よりお待ちしております。
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日時

ワイス〆ンス'ヲラブ国際協会

第i!$固薗固
2022年6月11日(土)

前夜祭会場岡山プラザホテル

大会会場岡山国際ホテル

〒703-8256岡山県岡山市中区浜2丁目3-12
宮田6-272-1201 JR岡山駅からお草で、約5分
干703-8274岡山市中区門田本町4丁目1番目号
密 国6-273-7311 JR岡山駅からお草で、約15分

タイムスケジュール

6月i[I]日(金) 1
18:30 前夜祭 (JapanWestナイト7û.子ィハ'J~) 岡山プラザホテル 4F鶴鳴の間

6月iII日(土) 1
9:00 第4固役員会

9:00 第2回準備役員会

10:00 登録受付

年次代議員会

メネットアワー

元理事懇談会

-昼食ー

12:30 会場入場開始

13:00 第25回西日本区大会第一部

リジョン旗入場

開会宣言・点鐘・ワイズソング

パナーセレモニー

聖書朗読・開会祈祷

理事挨拶

来賓紹介挨拶

メモリアルアワー・黙祷

代議員会報告

部長報告

事業主任報告

奈良侮援賞式

事業表膨・理事表彰

引継式

閉会宣言・点鐘

岡山国際ホテル 2F金・銀

岡山国際ホテル 2F綾・錦

岡山国際ホテル 81丹頂

岡山国際ホテル 3F松琴

岡山国際ホテル 3F松繍

岡山国際ホテル 81アスコット

岡山国際ホテル別館瑞光

18:00 第25回西日本区大会第二部懇親会 岡山国際ホテル別館瑞光

ザキッチンカーニパル

コロナ感染対策も考え会場の外にキッチンカーもご用意しました'

第26圏西日本区大会アピール


