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。主題原点を知り将来に生かす!
Know the origin and utilize it in the future! 

く〉副題立ち上がれワイズ モットーと共に

Stand up Y's Men with our Motto! 

く〉挨拶

6月の西日本区大会での理事引継ぎ式を終え、無我夢中で走ってきた

この1年半を思い出しました。

東京単身赴任時代に次々期西日本区理事の話しが私のもとに来ました。

自分一人で決めることのできない重大なミッションです。また半年後

(2021年4月)には熊本に帰るとはいえ、 10年間熊本から離れています。

-理事挨拶・理事方針

・7月の強調活動

・キャビネッ卜紹介

・理事引継式

・クリスチャニティー委員長挨拶

・今月の聖句

・西日本区事業目標

・メネット委員会代表挨拶

・西日本区強調月間リスト

・部会&周年例会案内

・各部部会予定

・西日本区大会案内

第26代西日本区理事

田上 正

風の便りでは・・・程度の熊本事情の理解でしたが、状況は分かるにつれて、自分が理事を引き受けることで熊

本のワイズメンがまとまり、熊本YMCAが復活するきっかけにならないだろうかと真剣に考えるようになり

ました。

幸い岩本理事期のキャビネッ卜の皆さんとその時の西日本区大会実行委員長 (5名が私がスポンサ-)と

連絡を取り、田上期キャビネッ卜の人選を進めることができました。更には事業主任の人選に関しても多く

の情報と推薦を得ることができました。

2021年の3月には田上期の理事キャビネット+事業主任の話し合いが始まりました。この時に申し上げた

こと、「これから1年3か月懸命に準備を致しましょう。 2022年6月には、 7月から私たちが歩く 1年間の道が

洋々と広がる様を確認できるように」と。

私が掲げる理事方針の概略を示し、いつも私をひやひやしながら見守ってくれるメネットのことを少しだ

け紹介いたします。

主題

原点を知り将来に生かす Knowtheorigin and utilize it in the future! 

スローガン

立ち上がれワイズ モットーと共に Standup Y' s Men with our Motto ! 

く〉理事方針

2022年に創立100周年を迎えたY's Men Internationalと25周年を迎えた東西日本区は、次のビジョンを

見据え新しい活動方針を構築し実現に向けて活動しなければなりません。
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このためにはYMCAやワイズメンズクラブが生まれた原点自分たちのクラブが設立された時やワイズメ

ンズクラブに入会した時の感激を思い起こすことが必要です。

私はワイズメンズクラブに入会し、年齢も性別も、信条や宗教、政治的な考えの異なるメンバーが、親睦

を深め学びの時を共有して互いに切瑳琢磨し、 YMCAを支えYMCAと共に社会奉仕をする姿に大きな感銘を

受けながら、もう一つの人生を歩んでいます。

皆さん、ワイズメンズクラブ入会時の感激をメンバーと共に語り合い、共に味わい、共に新たな一歩を踏

み出そうではありませんか。

この数年Covid-19の世界的な感染拡大により、ワイズメンズクラブのメンバ一、メネッ卜、ビジターた

ちが集まり親睦と学びを深めるクラブの例会や、部や区単位で開催してきた多くの会議や大会が中止や縮小

開催になりました。しかし、この中でオンラインを利用したWeb会議やハイブリッド形式による会議や大

会は、私たちに多くの発見と学びを与え、さらには新しいクラブやメンバーとの繋がり方を教えてくれまし

た。とは言え、いかにオンラインが有用であっても限界があり、仲間が一向に集まり研績や親睦の中に培っ

たエネルギーを奉仕に向かう力にはかないません。

これからワクチンの普及とともに、 Covid-19と共存する時代がやってきます。感染防御に留意した例会

や部や区レベルの学びを通して、メンバーの研鑓と成長、クラブの魅力づくり、地域との結びつきなどのア

ピーノレができるようになります。更にオンライン利用の経験はこれらの学びの機会を増やし、充実する手助

けとなるでしょう。これらの積み重ねが、会員成長と新しい会員やクラブの増加に繋がると信じます。 V字

回復の目標継続のために皆様のご協力をお願いいたします。

ワイズメンズクラブの活動は会員個々の生業ではありません。もう一つの人生であり、一人の人としての

熱き心とも言えましょう。そのためにも原点であるワイズメンズクラブのモットーに立ち、将来に向けて立

ち上がらねばなりません。そのような意味から、スローガンを「立ち上がれワイズ モットーと共に!: 

Stand up Y' s Men with our Mottoリといたしました。

*以下の事柄を先ず実行すべき重要事項として掲げます。

・ Covid-19によるダメージを受けた会員、クラブへの支援

・感染対策を重視した対面例会の復活と例会の充実

-オンライン利用の普及

-連絡網の整備とコミュニケーションの充実上記の構築により

く〉何よりもワイズライフを楽しむ

く〉クラブや部、区での役割を楽しむ

く〉楽しいワイズメンズクラブを少人数のままで留めない

-r，~'j[.!S.z::r:極ヨEヨ~霊童言ヨ・・

. YMCA、YMCAユースリーダーへの支援を強固にし、 Y's、YMCAスタッフ・リーダ-・リーダ-oP'

プログラム参加者の交流を発展させましょう!

E1直接ヨ.11活躍重量・・・・・・・・
. SDGsへの継続的な取り組み、クラブ聞の温度差の解消を図ります。メネッ卜委員会との協働を推進し

ます。献金の理解を深め目標達成に努力します。 UGP(国際統一事業:RolI Back Malaria， Heal the 

World)へ協力します。

-2・血E・E重量ヰヨ・・・・・・・・・・・・
-例会の充実と 100%出席の努力、直接例会に来ることのできない会員へのWeb会議環境の構築支援と

新入会員オリエンテーションの充実。ワイズ、入会への流れを作っていきましょう。

. Membership Conservationとしてワイズアカデミーの復活を提案しています。

.困l除S亘翫薩主連・・・・・・・・・・・
交流は楽しいことをアピール致しましょう!各クラブ例会、他クラブ訪問、部会やほかの部の部会への
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参加など、多くの交流の機会があります。今回は以下の3つの大会を紹介いたします0

・ワイズメンズ国際協会設立100周年祝会 (2022年11月15-17日、台北)

・東西日本区交流会 (2023年2月4-5目、神戸)

・西日本区大会 (2023年6月10-11日、熊本)

E湿~・~~室Eヨ・・・・・・・・・・
-園内事業はなくなりますが、メネットの存在はワイズの宝です。メネットさんの視点を大切にし、

メネット委員会、メネット 聞の交流や活動の支援を続けます。

置造E妻遺書萄

-それぞれの委員会の成り立ちゃミッシ ョンを尊重 し、その活動を支援いたします。

• よく私はメネットに小言を言われます。食卓に並んだおかずを食べていると「まさか全部食べる気じゃ

ないでしょうね!私の分もはいっているのに Jは朝の挨拶代わりです。私はWEB会議を職場で済ま

せてくることが多く、帰りが午後10時頃になることも多いのですが、夕食を準備していてくれます。但

し職場を離れる時には「今から帰るjのメールは必須です。メールなしで帰ることは予告もなしに急に

訪ねてきた人と同じのようです。「お風呂に入れないじゃないの Jとダメだしがきます。クリニック

のスタッフにメネットの小言を話すと、「イ中が良いのですねリと 羨ま しがられます。 何でだろう ?・

分かりました! メネットが私に関心を持って くれるからなんです。マザーテレサは「愛の反対は無関

心なのですJと言われましたが、小言はメネットの「愛の表現」なのでしょう!? と尋ねたら、「ふん」

と言う愛の言葉が返ってきました。

Kick-off 

Public Relations 
(広報)

来庁し い期のスタートにあたって、

外部への広報と、内部への情報

共有の有り方を 今一度考えて

みましょう。

大槻 信二広報・情報委員長

(京都センチュリークラブ)

も

キャビネット紹介

西日本区書記

上村長智子
Machiko UEMURA 

(熊本ジェーンズクラブ)

西日本区会計

大崎隆義

l (熊本むさ山ブ)

rl'm no good without you Jある映画のセ

リフです。ちょっと気に入って、九州部部長

時の部長主題を rWeare no good without 

y's Jとしま した。その気持ち、 rl'm no 

good without y's Jで、今もずっと続いて

います。絶妙なワーク・ライフ・ソーシャル

バランスのかなめとして。

趣味/ドラ イブ、 観劇

座右の銘/大胆かつ繊細

好きな食べ物/苦手な食べ物以外は好き

苦手な食べ物/馬刺し、鶏肉(モモとつくね

以外)、フォアグラなど怖いものはダメ!

ワイズでは、仕事柄、会計を担当させてもら

うことが多い。ワイズを理解するためには多

くの役職を経験 しないといけない。会長、九

州部主査やらせてもらった。多くの仲間と先

達に教えてもらいながら、 「できるしこ」と思

いながらやってきた。京都みやびクラブとの

DBC 、大郎クンホクラブとの IBCと、よ

そでは経験できないことができた。

ワイズを楽しみながら 田上期キャビネット

の一員として頑張っていきます。

座右の銘/自利利他

好きな食べ物/果物・ソフトクリーム

嫌いな食べ物/魚の皮と骨
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キャビネット紹介

YMCAサービス・ユース
事業主任

清水淳
Atsushi SHIMIZU 

し (とやまクラブ)

EMC 

リーダ一時代に大阪サウスクラブのよ )

ちゃん達(親しみを込めて)にお世話に

なりました。いつかはワイズに入れるよ

うな人になりたいと思っていましたが、

27歳の時に旧富山クラブに入会しまし

た。その後クラブは解散しましたが、多

くの方々に力をいただき 3年前に富山で

クラブを再興することができました。ま

だまだもっともっとワイズを楽しみたい

と思っています。

趣味/陸上競技観戦(元ラ ンナー)、

楽器演奏 (SA X) 
座右の銘/明日できることは今日するな

好きな食べ物/体に悪いもの(全般)

苦手な食べ物/体に良いもの | 

(納豆 ・梅ぼし

ワイズは自己研鏡の場であり、ボラ

ンティアの場であり

仲間が出来る場であり、そしてビジ

ネスも広がる場である。

ワイズを使えば使う 程、自分の為、

人の為になれる場だと思います。

西日本区でまた色々な人と出会える

事を楽 しみにしています。

地域奉仕・環境
事業主任

伊藤文訓

(長浜クラブ)

私は入会からほぼ1年半----2年、幽霊会

員的な存在でした。ある時、クラブ内で

00委員長を任せられ、正直気乗りしな

かった私ですが、その職務をこなすため、

他クラブ・部への訪問を嫌々始めました。

本来の仕事では、巡り合えない出会い・

人間関係が拡がり、いつしかワイズ活動

が私のライフサイクルの一部と化しまし

た。不思議なクラブです。今ではワイズ

馬鹿ですね。

趣味/スポーツ観戦、鉄道マニア、旅行

座右の銘/三方よし!!<売り手良し ・

買い手良 し・ 世間良し>

好きな食べ物/茶碗蒸し、すいか、

鮒ずし(びわこ特産品)

苦手な食べ物/レパ一、

アルコール類全般(お酒が超弱い)

ワイズには心優 しく、どんどん動く、

元気なおじさんやおばさん達がたく

さんいる。皆さん、お酒やお話がだ

~い好きで、そんな仲間といると心

豊かになれる。 辛い目に遭っ ている

人を見過ごすことができない人達が

多く、自分一人ではできないことで

も、ワイズの仲間とならできる気が

する。

事業主任 趣味/ゴルフ、旅行

国際・交流
事業主任

塚本勝己主;22う273ーメン

Katsumi TSUKAMOTO苦手な食べ物/ナシ

小田哲也
Tetsuya ODA 

趣味/人間観察?旅行、温泉巡り

座右の銘/笑う門には福来る

好きな食べ物/野菜妙め、天ぷら

苦手な食べ物/なし(京都ウエストクラブ)

西日本区事務局長

佐藤通彦
Michihiko SATO 

(熊本にしクラブ)

-田上理事との酒場での出会いで入会 | 

・ワイズ活動での結婚 | 

・家族での IBC韓国訪問(熊本むさし クラブ時)

-家族での DBC京都訪問(熊本むさしクラブ時)

.熊本 YMCA運営委員/常議員としての YMCA
との関わり

ソフトウ ェア開発という職業で、職場関係以外で

は、あまり人との交流がない生活でしたが、20代

後半でワイズに関わり、多く の方と交流し、少し

ずつ人見知りを克服できている気がします。

趣味/ドライブ ・ツーリ ング

(大型二種 ・大型特殊 ・大型二輪 ・フォーク

リフト・小型船舶 2級を保持)

座右の銘/おもしろきこともなき世をおもしろ く

(高杉晋作)

好きな食べ物/肉類・寿司 | 

※好き嫌いはありません | 

苦手な食べ物/生きているもの(踊り食い等

※好き嫌いはありません | 

(福岡中央クラブ)

「私とワイズの良い関係」という

切り口で自己紹介しています。

-私にとってワイズとは

-こんな素敵なことがあった

-こんな素敵な人と出会えた…

皆様にとってのワイズとの良い関

係はどういったものですか?

今期 1年間、心を通わせ、エネルギーを生みだす活動を皆様と共に。

@ 
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西日本区理事引継式

元西日本区理事・元国際議員吉本貞

一郎ワイズ、元西日本区理事吉本典

子ワイズご夫妻立会いのもと、新山

兼司ワイズから田上正ワイズへ理事

バッジの継承、理事メダルの引継、そ

して、聖書が手渡されました。

リ
ジ
ョ
ン
旗
を
手
渡
さ
れ
ま
し
た

2022年6月 11日(土)

岡山国際ホテル

役務を引き継ぐ! 前期と今期の区役員、事業主任、理事事務局長

理
事
バ
ッ
ジ
、
理
事
メ
ダ
ル
と

聖
書
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
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クリスチャニティー委員会

西日本区の皆様へ

クリスチャニティー委員長

福永 君二(米子クラブ)

キリスト教理解講座のYouTube公開について

クリスチャニティー委員会では、立野チヤプレンのキリス卜教理解の講座の概要版をYouTubeに公開し

ています。

立野チャプレンのキリスト教理解の講座は、次期役員研修会や次期会長・主査研修会にとても好評です

が、お聞きいただけるのが、次期役員や次期会長・主査に限定されているので、より多くの西日本区の皆様

に聞いていただきたいと思っていました。

西日本区のホームページからリンクしているYouTubeで見ることができるようになり

ました。 10分ほどの概要版ですので、是非一度ご覧ください。(西日本区のホームページ

の右端のYouTubeをクリックすると見ることができます。)

また、理事通信6月号に記載 しましたように、 2004年に発行した冊子「キリスト教理解のためにJも西日

本区のホームページの資料庫に保管しました。当時の白井理事や大野理事の「発刊によせて」のあとに、聖

句やお祈りの例などが記載されていますので、こちらも、ブリテンに記載する聖句や、例会のお祈りなどに

是非ご利用ください。

今月の聖句

栄華 を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかった。

マタイによる福音書 6章29節

「今を生きて咲き」

西日本区チャプレン立野 泰博

イエスは山上の説教の中で、「思い悩むな」のテーマのもとに「命」のことを話されます。自分の命のた

めに「何を食べょうかJi何を着ょうか」と思い悩むなと言われるのです。何をするかが大切ではなく、一

番大切な「命」そのものを考えよと言われるのです。その「命」を支えておられるのは神様であり、神が私

の命のための働かれるというのです。たとえ話の一つに「野の花Jの話をされました。

坂村真民さんの詩に次のようなものがあります。

「今を生きて咲き 今を生きて散る花たち 今を忘れて生き 今を忘れて過ごす人間たち

ああ 花に恥ずかしい 心痛む日々J。

何の解説もいらない詩です。

イエスは野の花を見せながら「命」について語られました。思い悩むより神が守っていてくださることを

信じなさいと言われるのです。今を生きるということは、神の守りの中で感謝して生きるということです。

求めるものは食べること 着ることではなく、今を生き、今を生きて散るために必

要な神の国と神の義を求めることだと思います。

@ 



2022 ---2023年度 西日本区事業目標

YMCAサービス・ユース献金 RBM (ロールパックマラリア)献金

(国際ASF含む) 1人あたり 2，000円 1人あたり 500円

地域奉仕活動 (CS)献金 YES (Y's Extension Support)献金

1人あたり 1，500円 1人あたり 500円

T 0 F (Time of Fast)献金 災害支援献金

1人あたり 1，000円 合計200万円

F F (Family Fast)献金 E (Extension) 

1人あたり 500円 新クラブ設立 +2クラブ

B F (Building Fellowship)献金 MC (Membership & Conservation) 
1人あたり 1，500円 会員数増強 前期末+100名

E F (Endowment Fund)献金 情報発信

記念ごと献金 1口120CHF以上 区報年3回、理事通信 年12回

J WF  (JapanWestY'sMen'sFund)献金 L T (Leadership Training) 

記念ごとの献金 1口5，000円 目標合計50万円 次期役員研修会、次期会長・主査研修会 各 1回

メネット委員会

「新しいメネット活動へ」

梅雨明けが待ち遠しい季節です。いかがお過ごしでしょうか。西日本区大会

メネットアワーも盛会に開催されました。ご参加の皆さまに感謝申し上げます。

今期から区のメネット事業は新たな展開となります。メネット事業主任をこれま

でと同様に設置し国内プロジェク卜活動を行うのは難しいと、組織を改革され、事

業主任も設置しないこととなり「メネット委員会」を設置していただく事になりま

した。

メネッ卜会やメネッ卜が無くなる訳ではありません。これまでのように、メネットはクラブの会員と協力

してワイズ運動を進めていただければと思います。もちろん西日本区大会でのメネットアワーも開催いたし

ます。国際や区の情報も発信いたします。部でも部メネット代表などをお願いして、「メネットアワーやメ

ネットの集いJを開催して、親睦や情報交換を行っていただければ幸いです。園内プロジェク卜献金やRSD

支援金は無くなりますが、国際フロジェク卜は今まで通り皆さまにご協力をお願いいたします。メネットに

はさまざまな課題があります。皆様に関心を持っていただければ幸いです。

変わらないメネットの紳をお願い申し上げます。仲よくワイズ活動に携わって参りましょう。

西日本区メネッ卜委員会代表吉本典子(熊本ジェ-ンズ)

委員森愛子(神戸)

坂本千春(大阪センテニアル)

小園庸子(鹿児島)

八木未穂(京都キャピタル)

@ 



2022 ---2023年度 西日本区強調月間リスト

月|活 動 ステートメント

Kick-off I新しい期のスタートにあたって、外部への広報と、内部への情報共有の有り方を、今一度考

7月 えてみましょう 。

PR 大槻信二 広報 ・情報委員長(京都センチュリークラブ)

リーダーシップを学んでください!クラブ ・部 ・区等あらゆる機会に学びの場があります。

L TOD I全てを有意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシツプを身に着けてください。

鵜丹谷剛 ワイズリーダーシップ開発委員長(神戸クラブ)
8月 |一一一一一一一一一一一1---

9月

10月

11月

締結しているクラブ同士で交流を深め、協働事業を検討しましょう o

IBC.DBC I締結していないクラブは、他クラブを訪問し、交流を深めましょう o

小田哲也 国際・交流事業主任(福岡中央クラブ)

EMC I未来につながる EMC活動

新規クラブ設立の為にYES献金100%を!

YES I 塚本勝己 EMC事業主任(京都ウエストルクラブ)

BF (ビルディングフエローシップ)の意味を理解し、国際奉仕団体のメンバーとして、この

BF 基金の充実と活用に貢献しましょう 。 古切手を集め、皆で一緒に作業して交流を深めま

しょう 。 小田哲也 国際・交流事業主任(福岡中央クラブ)

AS F IYMCAに行きましょう 。そしてスタッフ ・リーダーと対話しましょう 。

ぷ日仏| 清水淳 Yサ ・ユース事業主任(とやまクラブ)

「それぞれ賜物を授かっているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その

賜物を生かして互いに仕えなさい。」ぺ トロの手紙 14-10 タレントを生かして社会の必要CE 
に応えましょう 。

福永君二 クリスチャニティー委員長(米子クラブ)
12月ト ーーー-----1ー

ワイズメンズクラブ国際協会は、創設100年となりました。『先人に思いをはせるとともに、

H 新たなヒス トリーを築いていきましょう 。』

漬田勉 ヒストリアン(奈良クラブ)

EF (エンダウメントファンド)の意味を理解し、国際奉仕団体のメンパーとして、記念すベ

1月 EF Iき出来事、行事などにあわせて喜びの献金をしましょう 。

小田哲也 国際・交流事業主任(福岡中央クラブ)

2月 TOF 
今一度、献金の正しい理解を深め、 標100%を目指しましょう。

伊藤文訓 地域奉仕 ・環境事業主任(長浜クラブ)

CS 
CS献金100%達成と資金を有効活用した地域社会貢献に努めましょう 。

伊藤文訓 地域奉仕 ・環境事業主任(長浜クラブ)
3月 I…………………r-

Menettes 

4月 RBM 

5月
Youth 
Involvement 
Activities 

評価
6月 と

引継ぎ

例会へメネットも積極的に参加しましょう 。メネット聞の交流推進、茶話会や旅行を計画し

て懇親を深めましょう 吉本典子 メネット委員会委員長(熊本ジェーンズクラブ)

世界マラリアデー (25日)・1人1人の暖かい支援で国際的予防戦略にご支援をお願いします。

伊藤文訓 地域奉仕 ・環境事業主任(長浜クラブ)

将来のワイズメンズクラブとYMCAのためにユースの活動を支援しましょう 。

清水淳 Yサ ・ユース事業主任(とやまクラブ)

この 1年間当初の目標にしていた活動ができましたか?できたクラブはさらに発展させま

しょう 。できなかったクラブはどこに原因があり、何を改善すれば良いのかを話し会いま

しょう 。クラブの反省会や研修会、引継ぎ会はクラブはメンバーを成長にもたらします。

田上正理事 (熊本むさしクラブ)

]WFは西日本区維持 ・存続のための大切な基金です。ワイズ活動を通じて得られる多くの喜

通 年 IJWF Iび ・感謝を、献金の形で捧げましょう。

川本龍資 ]WF管理委員会委員長(名古屋クラブ)

@ 



部会&記念例会案内

びわこ部部会
「美と不思議の世界J

2022年10月15日(土〉

15 : 00 ~ 19 : 15 
マリアージユ彦根

中部部会
& 

金沢ワイズメンズクラブ

75周年記念例会

2022年9月24日(土)

部会

記念例会

13 : 30 '""-14 : 30 

15 : 00 '""-19 : 30 

金沢二ユーグランドホテル

。



部会案内

阪和部部会
「つながるjから「つなげる」ヘ

2022年9月17日(土〉

12 : 00 ~ 15 : 30 
たかっガーデン

京都部部会
United by YMCA 

2022年9月 3日(土)

16:00~20:00 

ウエスティン都ホテル京都

2022-20お年一一

第3'14回阪和部部会

! ......1司- -1・-.!l・4吊- ・・
r.W'II雀:OIn、 ，.. せ・...... 、 1 

"且門aよトじ..... 竜 らふ，..ョー -ー ・・
戸・---._--~~・ ・J. ・ ~..1 ・い--- ・・<UE ・・

@ 



部会案内

~tT寸 τEtW Eう~11 メ合、
ノ¥叶』百怜百lふ五

音楽のまち・夢のまち・憧れの宝塚ヘ

2022年11月12日(土〉

13 : 00 ~ 16 : 00 
宝塚ホテjレ〈新館〉

中西部部会
一緒にクラブ活動を楽しみましよう

2022年10月8日(土)

11 : 00 ~ 14 : 00 
ANAクラウンプラザホテル大阪

~\・アピールタイ品

@ 



部会案内

西中国部部会
ゃったろうや~広島じゃけん。

2022年10月29日(土)

13: OO~ 
広島YMCA国際文化ホール

九州部部会
熱意をもって、

自クラブ活性化に貢献しよう。 日

2022年10月1日(土)

部会 15 : 30 ~ 17 : 30 
熊本市国際交流会館

2022年 9J:.112

懇親会 18 : 00 ~ 20 : 00 11問悦九州

花畑御殿城見櫓

，0通定}

クト 7.000門

@ 



記念例会案内

各部部会予定

開催日

中 音B9月24日(土)

びわ こ 部 10月15日(土)

京都部 9月3日(土)

阪和部 9月17日(土)

中西部 10月8日(土)

六甲部 11月12日(土)

京都ワイズメンズクラブ

75周年記念例会

Past Present 
and Future 

~すべてにありがとう~

2022年11月12日(土〉

18: OO~ 
ANAクラウンプラザホテル京都

開催地・会場 ホストクラブ

金沢二ユーグランドホァル 金 沢

マリアージユ彦根 彦 ネ艮

ウエスァイン都ホァル京都 京都キャピタル

だかつガーデン 大阪泉北

ANAクフウンフ。ラザホァル大阪 大阪土佐堀

宝塚ホァル 「主ー主ー， I家

瀬戸山陰部 11月3日(木・祝)姫路YMCA太子キャンプ場 (ASOBO) 姫路グローパル

西中 国 部 10月29日(土) 広島YMCA *懇親会場「すずカフェ」 広 島

九州部 10月 1巴(土) 熊本市国際交流会館 *懇親会場「城見櫓」 f自Asb己、弓、 本

@ 



西日本区大会案内

立ち上がれワイズ モットーと共にI
2023年6月10日(土)--11日(日)

熊本城ホール

熊本YMCA
大会会場

懇親会会場 ホテル日航熊本

前夜祭 6月9日(金)熊本ホテルキヤツスル

第 4回役員会

第 2回区準備役員会

区年次代議員会

元理事懇談会

担当主事の会

メネットアフー

区大会 1日目

6月10日(土)

熊本城ホール

熊本YMCA

懇親会 6月10日(土) ホテル日航熊本
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区大会2日目

-E霊室霊童E・・
各クラブ¥各部などで西日本区内|こ周知しだいl情報が

ありましだら¥区書記・上村員智子までお知らせください。

2 0日締切です。よろしくお願いします。

理事通信を最後までお読みいただき

ありがとうございました。

1年間、「伝わる理事通信」をお届け

できますよう 、理事事務局員一問、

誠心誠意務めます。

どうぞよろ しく お願い致します。

@ 


