
- 1 - 

 

 

 
 

2021.7.10発行 
 

【事業主題】パートナーシップを見つめなおそう。これからも共に歩むために 
            ～Think partnership first. For us to go together～ 

 
2021-2022 年度 YMCA サービス・ユース事業主任 

河口 裕亮 （彦根シャトークラブ） 
 

 

 
未だに世界中を混乱に陥れている新型コロナウイルス禍が収まらない中ですが、 
今年度の AYC が ZOOM で開催される事が決定致しました。 

  

アジア太平洋地域ユースコンボケーション(AYC2021) 

  
 
 

開催日時 ： 2021 年 8 月 7 日 15:00～18:00 （日本時間） 
    2021 年 8 月 8 日 15:00～18:00 （日本時間） 
 
 開催様式：  ZOOM によるリモート会議 
 
 参加対象者：  以下の 3 条件を満たす方 
     1. YMCA 会員及び非会員 
     2. 35 歳以下 
     3. 若い世代の人々 
 

アジア太平洋地域ユースコンボケーション(AYC)の開催が決定！ 
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プログラム： ◆ 1 日目 15:00～18:00 （日本時間） 
15:00～  Opening Ceremonies 
15:30～  全体会 1. 「Make a Difference: Love and Heal the World」 
16:20～  グループ討議 1. 

①Gifted to Give (Community Service) 地域奉仕 
②Greatness Within (Leadership) リーダーシップ 
③Embracing Change (Youth in Pandemic) パンデミック禍のユース 
④YMI & YMCA Partnership (Role of Youth) ユースの役割 

17:15～  全体会 2.  「グループ討議 1」の意見シェア 
17:45～  Closing  
 

◆ 2 日目: 15:00～18:00 （日本時間） 
15:00～  Opening Ceremonies 
15:30～  全体会 3.  “Y’s Men Programs’  

特に、IGo, GOLD, Climate Action について 
15:50～  Open Forum  質疑など 
16:10～  グループ討議 2.  ‘Youth in Action’  

 「この AYC 後に私たちがなすべきこと…」 
 ブレイクアウト Room①～③に分かれてのディスカッション 

16:40～  全体会 4.   「グループ討議 2」 のシェア 
17:30～  新 AYR （Area Youth Representative）の選出 
17:45～  Closing 

 
参加登録費： 無料（事前に登録が必要です） 
 
登録方法： 下記 GoogleForm よりお申し込み下さい。 

  （登録フォームリンク先） 

https://forms.gle/q1ciA8tTe3nAc1Vj8 
 
  ※こちらのフォームに登録後、後日 ZOOM のリンクがメールで届きます。 
 
登録締切日： 2021 年 7 月 27 日（変動の可能性もありますがお早目のお申し込みが Better です） 
 
注意点とお願い：  従来の AYC、IYC はクラブや部から参加者をご推薦頂き、区からまとめて申し込みをしてお

りましたが、今回は ZOOM でのリモート開催となり、企画段階から若いスタッフたちが熱
い議論を交わしながら設営段取りを進めておられます。そのため、 
今大会の申し込み方法は従来と異なり、 
参加希望者が個人レベルで申し込むスタイルとなっております。 
 
西日本区からの参加者は 10～20 名くらいを目標とされておられます。 
クラブや部からの推薦は必要ありませんがこの大会が開催されることを一人でも多くのお近
くのユース、リーダー、クラブ内の若手メンバーなど参加対象者の方々にお知らせ下さいま
すよう、そして参加をお薦め下さいますよう、皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。 
 
また今回、大会ホームページは作成されず、Facebook での告知だけになるようです。 
より詳細な情報をお求めの方は 
「Asia-Pacific Area of Y's Men International」の Facebook ページをご覧ください。 
 
 

※ 上記記載内容は AYC プログラムへの参加者を対象と致しております。 
  基調講演、グループディスカッションはすべて英語で実施されます。 
 
※ 同時通訳機能は基調講演など全体会議でのみ実施されます。 
  分科会、グループディスカッション時の同時通訳は実施されません。 
 
※ 35 歳以上、オブザーバー参加も可能です。登録フォームにその旨記載ください。 
 
 

 

https://forms.gle/q1ciA8tTe3nAc1Vj8
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開催日時：2021 年 4 月 26 日（月）19:00～21:00 

開催会場：京都 YMCA 及び ZOOM 

参加者：中村部長、佐古田 Y サ・ユース主査、京都部各クラブ会長、Y サ委員長、YMCA スタッフの皆様 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都 YMCA の今年度活動計画の報告をもとに、活発な意見交換がなされました。 

 

 

【2021.06.27】びわこ部風の谷キャンプ場ワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

曇天模様の中でしたが、草刈り、集会所屋根の修復、階段の修復トイレの修理など 

安田部長、平田 Y サ・ユース主査の号令の下、多数のびわこ部メンバーみんなで気持ちのいい汗をかきました。 

  

【びわこ部】夏のキャンプに向けての活動が始動！ 

【京都部】Yサ事業懇談会が開催されました！ 
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開催日時：2021 年 7 月 3 日（土） 

開催会場：岩国 YMCA、広島 YMCA、東広島 YMCA 及び ZOOM 

参加者：高瀬部長、渡邊 Y サ・ユース主査、西中国部各クラブ会長、Y サ委員長、YMCA スタッフの皆様 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島 YMCA 総主事よりの「コロナ禍における公益財団法人としての取り組み」と「雲月キャンプ場への想い」

をテーマとしたお話を拝聴し、その後活発な意見交換がなされました。 

 

 

 

6 月以降、毎週水曜日には Area Youth Development Council（エリア青少年育成委員会）が ZOOM で開催さ

れ、AYC2021 開催に向けた活発な議論が交換されています。 

西日本区からはユース代表として佐古田ひかりさんに出席頂いており、 

ポスターや T シャツのなどのデザインを担当されるなど、チームの大きな力となってお働き頂いています。 

 

 

 

 

 

 

 

前田地域書記の素晴らしい同時通訳に心から感謝を申し上げます。 

【西中国部】YYフォーラムが開催されました！ 

【アジア太平洋地域】AYC開催に向けての準備が進んでいます！ 
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■Yサ・ユース事業資金申請について 

Y サ・ユース事業資金申請につきましては、事後申請ではなく計画段階の早い時期に申請してください

ますようお願い致します。また、結果報告や事業実施報告書につきましても事業完了後出来るだけ早め

にご提出をお願い致します。 

YYY フォーラムにつきましては、リアル・ZOOM 開催など形式に関わらず一律の支援金を用意致して

おりますので、是非ご活用下さい。 

 

【Y サ・ASF 事業資金援助申請書】 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/101.doc 

■各クラブ、各部のYサ・ユース活動を積極的にお知らせください 

① 事業資金申請の無い事業についても是非、事業実施報告書をお送り下さい。 

当委員会では、ウィズコロナ、アフターコロナの時代において、新しい取り組みの方向性を見出すため

の方策の一環として、各地域のワイズと YMCA の活動取り組みを積極的に情報収集し、そして西日本

区内に発信していきたく考えております。ご面倒でも事業実施報告書を作成、ご送付下さいますようお

願い致します。 

たくさんの写真を添えて頂ければ、なお Happy です。 

 

【Y サ・ASF 事業実施報告（資金援助あり）】 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/102.doc 

 

【Y サ・ASF 事業実施報告（資金援助なし）】 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/103.doc 

 

② 「JAPAN WEST Action！」への寄稿をお願いします。 

西日本区 HP「JAPAN WEST Action！」のコーナーを活用し、私たちの活動を内外に発信したく考え

ております。Y サ・ユース事業、地域奉仕・環境事業が対象となりますので是非寄稿をお願い致しま

す。 

こちらは写真と共に河合西日本区書記までお送り下さい。 

 

【JAPAN WEST Action！掲載内容記入用紙】 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/JWA.docx 

 

③ 今年度予定されておられる YYY フォーラム等 Y サ・ユース関係イベントの開催連絡をお待ちして

おります。可能な限り参加したく考えておりますので、スケジュール調整の関係上、できるだけ早い時

期にお知らせ頂ければ幸いです。事情により ZOOM 参加をお願いする場合があるかもしれませんが、

その際には個別にご相談させて頂きたく存じます。 

◇最後にひとこと 

これから 1 年間、各部部長様、各部 Y サ主査様、各クラブ会長様、各クラブ Y サ委員長様はじめ、ワ

イズメンズクラブメンバー皆様にはお世話になりますが、どうぞ宜しくお願いを申し上げます。何かご

ざいましたら細かなことでもお気軽にメールなどでお問い合わせください。 

 

   （文責：2021-2022 Y サ・ユース事業主任 河口裕亮） 

Yサ・ユース事業委員会からのご案内とお願い 

http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/101.doc
http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/102.doc
http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/103.doc
http://www.ys-west.or.jp/archives/data_format/JWA.docx

