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２０１５年９月２８日発行
２０１５〜２０１６ YMCA サービス・ユース事業主任
河合久美子（京都ウエストクラブ）
事業主題：

今こそ Y サ力 アップ！
〜YMCA とともに ユースとともに 確かな未来を〜
西日本区の皆様、こんにちは。アジアユースコンボケーション（ＡＹＣ）の西日本区報告会の詳細
が決まりましたので、ご案内させていただきます。皆様のご参加をお待ちしております。
各地で開催されている部会や例会において、ＹＭＣＡやユースに関連したテーマ、またその他、
有意義なテーマでお話を伺うことが多く、今回はその様子についてもご報告させていただきます。
◎アジアユースコンボケーション（ＡＹＣ） 西日本区報告会 開催のご案内
７月末〜８月にかけて京都で開催されましたアジアユースコンボケーション（ＡＹＣ）においては、西日本
区から 17 名のユースが参加いたしました。すでに部やクラブ単位で、各地で報告の場を与えていただい
ておりますが、西日本区としても下記の要領で報告会を実施することとなりました。ユースの様々な体験
や気付き、熱い想いを多くの方々と共有させていただき、来年台湾で開催予定のインターナショナルユー
スコンボケーション（ＩＹＣ）へ繋げていけましたらと思います。報告会は西日本区次期役員研修会２日目終
了後に行いますが、どなたでもご参加いただけます。ご多用な時期とは存じますが、ワイズメン、ユースリ
ーダー、コメット、ＹＭＣＡスタッフなど、多くの皆様にご来場いただけましたら幸いです。
最終ページに申込書を添付いたしましたので、ご活用下さい。

日

時 ： 2015 年 10 月 25 日（日）

場

所 ： ホテルクライトン新大阪

PM 15：30〜17：00

大阪市淀川区西中島 2‑13‑32
TEL
費

06‑6885‑1211

用 ： 500 円 （資料代等として当日お預かりします）

参加申込 ： 個人でもクラブ単位でも結構です。
最終ページの申込書をご利用いただくか、
直接河合までご連絡いただいても結構です。
Ｍａｉｌ kumiko‑k@mub.biglobe.ne.jp
FAX
締

075‑417‑0922

切 ： 10 月 20 日（火）

◎ＹＹ（Ｙ）フォーラム開催予定
ＹＹ（Ｙ）フォーラムは、ワイズとＹＭＣＡの協働理解のために毎年開催され、Ｙサ・ユース事業と、ＹＩＡへ
の育成活動の原動力ともなっています。現時点で、各部で予定されている内容は次の通りです。

部 名

日 時

開催場所 ・ 内容等

中部

2015.11.28（土）

名古屋ＹＭＣＡ大会と同日開催

びわこ部

2015.11. 1（日）

彦根ラピュータボール

17：00〜20：00

リーダーとの交流

京都部

４月頃予定

阪和部

2016. 4.30（土）

大阪南ＹＭＣＡ ２階ライブラリー

14：00〜16：30

講師 森本榮三様 「マザー・テレサの躍動する想い」

2015.11.28（土）

大阪ＹＭＣＡ会館

17：00〜18：30

テーマ：「知る事こそ活動発展の原点」

六甲部

２月開催

テーマ：ＹＭＣＡ リブランディング

瀬戸山陰部

2015.10. 3（土）

姫路ＹＭＣＡ太子教育キャンプ場

10：00〜15：30

太子・里山ファミリーフェスティバル 「ここは緑の宝島」

2015.11.14（土）

広島ＹＭＣＡ コンフォレスト湯来

14：00〜15：30

西中国部会と同日開催

中西部

西中国部
九州部

大阪 YMCA 大会と同日開催

２月ｏｒ３月予定

◎各部部会、クラブ例会 出席報告
六甲部会

９月５日（土） ホテル北野プラザ六甲荘

メイン企画は、中道基夫氏（日本 YMCA 同盟中期計画委員会副委員長、神戸 YMCA 理事長）より、「日
本 YMCA 同盟中期計画 2014〜2016 YMCA ブランドの再生〜オールジャパン YMCA の革新を〜」のテー
マでの講演会でした。YMCA は顔なしになっていないか（世の中に伝わるものがあるのか）、逆に顔があり
すぎるのではないか（ロゴが多すぎる、各々が連携していないのでは
ないか）という危機感の中、もっと根本的に、YMCA ブランドの意味を
考えましょうというお話でした。ブランディング＝なりたい自分→人々
の評価が必要、すなわち YMCA のミッションへの共感が必要であり、
私たちはそれを明確に人に伝えることができるか、オールジャパン
YMCA としての変化をいかに実践していくかなど、重要な課題につい
て認識を共有させていただくことができました。
阪和部会

９月１２日（土） 奈良商工会議所大ホール

奈良 YMCA のユースリーダーも４名参加、和気あいあいとした雰囲気で進行されました。仙台 YMCA 総
主事、村井伸夫氏より「被災地の今 昔のままの 未来へ向かって」と題し、東日本大震災における仙台
YMCA の支援活動の取り組みや被災地の現状についてお話を伺いま
した。仮設住宅生活者の現状、集団移転の現状、被災地の子どもた
ちの現状をお聴きし、今なお残る課題について認識を新たにするとと
もに、今後の支援活動に必要とされる要素（仮設もしくは災害住宅の
自治会に対する経済的支援、生活必需品等の物資の支援、被災地
に来訪し見聞して買い物して帰ってほしいという思いへの理解など）に
ついても知ることができました。

中西部会

９月１９日（土） ホテルグランヴィア大阪

中西部では環境問題に力を入れて取り組んでおられることから、環境教育や自然体験活動に取り組む
イプネット・ジャパン代表理事、本多孝氏を講師に迎え「自然と地球の素晴らしさをいつまでも」のテーマで
講演会が行われました。気候変動により大災害が頻発する昨今、植
物や森がいかに大切な役割を担うか、そして森を整備するには、市民
や行政が一体となって取り組んでいく必要があることを知ることができ
ました。次の世代にできることを広げていくことが大切とのことで、中西
部においては、絶滅危惧種となっているウナギが淀川に繁殖できるた
めの栄養分としての「ワイズの森づくり」を展開されるとのことでした。
中部部会

９月２６日（土） 名古屋市公館

名古屋市民の方でもなかなか入る機会が無いという名古屋市公館レセプションホールにて開催されまし
た。直前のシルバーウィークには、名古屋 YMCA 主管で全国 YMCA リーダー研修会が開催され、その食
事の支援を中部のワイズメンで取り組まれたことから、部会ではその話題などもお聴きすることができまし
た。講演会ではパーソナリティであり書道家でもあられる矢野きよ実さんからのお話を拝聴。東日本大震
災の被災地でガレキから出てきた硯と出逢われ、以来、被災地の子供たちに書の授業を行われ、彼らの
「心の声」を各地に伝える活動を行っておられるとのことで、作品からは人々の思いが溢れ出し、見る者の
心を動かさずにはおれない迫力が感じられました。

大阪クラブ例会

９月８日（火） 大阪土佐堀 YMCA

北村知三会長よりお誘いをいただき、吉田由美中西部主査とともに参加させていただきました。例会の
メインプログラムは「YMCA HH 国内キャンプ報告会」についてです。HH キャンプとは、大阪 YMCA による
聴覚障がい青少年のための事業であり、その国内版のキャンプが、８月後半、大阪 YMCA 紀泉わいわい
村にて実施されました。この日の例会には６名のキャンプ参加者の若者が出席され、手話通訳を交えつ
つ、現地で仲間と生活を共にしながら五右衛門風呂を沸かしたり、自炊をしたり、Ｓｋｙｐｅで海外の仲間と
交流したりというキャンプの体験の様子が生き生きと報告されました。2016 年には六甲山 YMCA にて、ア
ジアを中心とする国々から聴覚障がいをもつユースが集まる「HH 国際キャンプ」が開催予定で、今後、準
備に取り組んで行かれるとのことでした。

2015 年 9 月 28 日

2015 アジアユースコンボケーション（AYC） 西日本区報告会開催のご案内
ワイズメンズクラブ国際協会

西日本区理事

YMCA サービス・ユース事業主任

遠藤

通寛

河合久美子

西日本区 YMCA サービス・ユース事業委員会

平素はＹサ・ユース事業へご協力賜り、誠にありがとうございます。
７月〜８月にかけて京都で開催されました 2015 アジアユースコンボケーション(AYC)においては、
西日本区から 17 名のユースが参加いたしました。すでに部やクラブ単位などで、各地で報告の場
を与えていただいておりますが、西日本区でも下記の要領で報告会を実施する運びとなりました。
ユースの様々な体験や気付き、熱い想いを多くの方々と共有させていただき、来年台湾で開催予定
のインターナショナルユースコンボケーション(IYC)へと繋げていけましたらと思います。報告会
は西日本区次期役員研修会２日目終了後に行いますが、どなたでもご参加いただけます。ご多用な
時期とは存じますが、ワイズメン、ユースリーダー、コメット、ＹＭＣＡスタッフなど、多くの皆
様にご来場いただけましたら幸いです。
記
日

時 ：

2015 年 10 月 25 日（日）
ＰＭ

場

15：30〜17：00

所 ： ホテルクライトン新大阪
大阪市淀川区西中島 2‑13‑32
TEL

費

06‑6885‑1211

用 ： 500 円（資料代等として当日お預かりいたします）

参加申込 ： 個人でもクラブ単位でも結構です。
河合

kumiko‑k@mub.biglobe.ne.jp
FAX

締

切 ：

075‑417‑0922

まで

10 月 20 日（火）
以上
2015AYC 西日本区報告会 参加申込書

クラブ（YMCA）名
お名前

クラブ（YMCA）
役職（リーダー名）

お名前

役職（リーダー名）

