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テーマ：100 年を超えて変革しよう 

スローガン：健康第一！ 

2021-22 アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート・西日本区） 

 
 
 二つの波 もまれながらの 暑い夏 これがホントの 酷暑かな  弁子 

温暖化の勢いに負けず、感染の波も押し寄せるごとに大きくなって来ています。 

いくつもの株が猛威を奮っています。さわやなか秋の訪れは、まだ遠い先のよう

です。でもせめて、より多くの人へのワクチン接種が進みますように。 

 ‘Stay home’ ‘Be healthy!’ どうか健康に安全にお過ごしください。 

 

＜９月のイベント＞ 

１．チャレンジ 22 100 日間会員増強キャンペーンが始まります。 

昨年度に引き続き、チャレンジ 22 の一環とし

て、9 月 1 日から 12 月 9 日までを 100 日間の会

員増強キャンペーンとしています。キャンペーン

目標は、2021 年 2 月の会員数の 25%増強です。

各賞が用意されています。 
なお、開始日の 9 月 1 日には国際会長による

キャンペーン推進を目的とした会議が開かれま

す。RD、RSD-EMC だけでなく、多くの参加が

望まれます。 
 

２．アジア太平洋地域 ASD 研修 –ワークショップ 1【Series ① EMC-PR-IBC-物品】 

 9 月 4 日(土)午後 4 時〜5 時半(日本時間) 

エリア LTOD 事業主任エドワード・オンの企画に

よる、各事業の研修を目的としたワークショップの第

1回目です。今回は、EMC、PR、IBC、物品事業につ

いて学びを深めます。 

 各区、各部での研修会の参考としていただく良い機

会です。 

 楽しく交わりながらの研修となることを願ってい

ます。理事、該当事業主任以外の方の参加も歓迎いた

します。 
https://zoom.us/j/95110976925?pwd=TXhFZ042Sk1kemRuNG9GdHBnU0pxQT09 

Meeting ID: 951 1097 6925.   Passcode: 292812 
３．IEO & AP Meeting 9 月 24 日(火) 

 国際役員とエリア会長の懇話会が行われます。私にとっては初めての会議です。エリアの様子

や課題を伝え、エリアでの活動がより活発化されるような方向を見出したいと思います。 
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＜8月の活動＞ 

１． Area Youth Convocation on 7th-8th Aug. by ZOOM. 
 Youth Development Committee を中心に計画・運営を行いました。120 人の参加を得て、初めてのオンラ

インでの AYC を成功に導きました。今後もユースは、ワイズと共に活動を続けようと意欲を持ちました。 

また、AYC 報告として素晴らしいビデオが作成されました。次のリンクでご覧ください。 

AYC レポート 2021 

   
２． 第 29 回アジア太平洋地域大会：8 月 14 日(土) 参加人数(登録 489 人、オンライン参加者 258 人) 

台湾、台南のみなさんのご努力で、ハイブリッドの地域大会を開催することができました。 

Opening Ceremony の後 HCCC Che-Hung Tsai による Welcome Address、IPAP の年次報告、IP キム・

サンチェによる AP 就任式、ACCC Tung-Ming Hsiao による Closing address,等が行われました。 

音響設備が十分に働かず、音声が聞き取れなかったり、同時通訳機能が働かなかったり等の問題はありま

したが、コロナ禍の中でも、ハイブリッドで地域大会が開催されたことは喜ばしいことでした。 

   
３．Centennial projects in ASP（8 月 10 日：フードヘリテージ委員会、8 月 17 日ソングフェスト委員会） 

 ASP 地域では、３つのプロジェクトを進めています。フィリピンのマカティ YMCA へのソーラーパネル寄

贈は締結式を終えました。Food & Culture Our Heritage と SongFest の取り組みは進行中です。今年の年末

には資料がそろって、それぞれまとめられ、ASP 地域のメンバーに活用される計画です。どうぞご協力をお

願いします。また、マカティ YMCA の太陽光発電による資金還元は、来年から始まります。これらの取り組

みによって、ASP 地域が⼀つにまとまることを期待しています。 

 
Food & Culture 

  
SongFest 

 
Green Activity Solar Panel for Makati YMCA 

 

４．訃報：インドエリア会長追悼の会 8 月 20 日  

インドエリア会長 Aurelian Figureido さんが 77 歳で亡くなられました。1972
年にワイズ運動に参加し、インドエリアを牽引する素晴らしいリーダーの死を

悼みます。安らかにお休みください。 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mRe155g8e5k
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５．アジア太平洋地域憲法＆ガイドライン改定に関する投票結果のお知らせ 

 7 月 15 日〜8 月 15 日の間行われました各クラブ会長による投票の結果、投票総数 136、承認 134、反対 1、
棄権 1 となり、承認されました。この後は、国際で審査を受ける手続きに入ります。 

ご協力ありがとうございました。 

 
６. ミャンマーの祈りの会 8 月 23 日 

8 月 23 日、ミャンマーYMCA の総主事

や国内のクラブ会長から、現状報告を聞く

会が開かれました。SEA 区のリーダーや

YMI リエゾンの山田公平さんも参加し、ミ

ャンマー支援の必要性を再確認しました。

この会は毎月「祈りの会」として続けられ

ています。 

７．ACM の報告：8 月 21 日(土)午後 3 時〜7 時（日本時間） 
 年度始めの ACM（アジア太平洋地域議会）が

開催されました。この中で、様々な議決がなさ

れました。 

 ○2020-21 年度最終地域議会 

（6 月 26 日）議事録承認の件 

 ○第 30 回アジア太平洋地域大会 

委員長に田中博之さん（東京多摩 

みなみ）指名の件 

 ○2021-22 年度会計監査人に福島和州太郎さ  

ん東京むかで）指名の件 

 ○各区理事及び事業主任の年度方針計画の件 

 ○YES献金の分配の件 

 ○2021-22 年度地域書記、会計、事業主任承認の件 

 以上が承認されました。その後、就任式を行いました。 

前年度決算と今年度決算については、再度提案・審議が行わることになりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜９月強調月間テーマ：EMC:＞ 

「新クラブ設立、会員増強と意識高揚」 

 
新しい EMC マニュアルが 2021 年 3 月に発行されています。クリックしてご覧ください。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＜今月の聖句＞ 

わたしをおいてほかに神があってはならない。いかなる像も造ってはならない。あなたの神、主のみ名をみ

だりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え、殺してはならない。

姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならな

い。                        旧約聖書  出エジプト記 20章 1－17節  

毎年 9 月 11 日が来るたびに、モーセが神様からいただいた十戒の中の 6戒の言葉「殺してはならない」が浮

かんできます。ビルの崩壊とともに失われた多くの生命、その命には全て名前がついており、多くの命とつな

がっていました。そのつながりのすべてが一瞬に断ち切られたのです。それも憎しみによって。そして、その

憎しみに報復が連鎖しました。今のアフガニスタンの状況に心が痛みます。イエス様は＜殺してはならない＞

という戒めを、敵を許し、敵さえも愛せよと深められました。今期のわたしたちワイズの働きも、一つ一つの

命を畏れ敬うことを土台にしたものでありたいです。             丹羽和子（神戸ポート） 

https://online.anyflip.com/guxds/uqbu/mobile/index.html
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＜国際協会からのお知らせ＞ 

１．国際大会は中止、それに代わって国際協会 100 周年を祝う会開催 

2022 年 11 月 15 日〜17 日、台湾、台北において YMI100周年を祝う会が

開催されます。 
2022 年のハワイでの国際大会は、中止となりました。アジア太平洋地域で

行われる国際的な会に、エリアから多くのメンバーが参加していただけるよう期待しています。現在、プ

ログラム等計画、準備中です。 
＜以下、8/24国際本部発行 RD メモ１より＞ 

２．NOMINATION & ELECTION (推薦と選挙)2021/2022 
2021-22年選挙の日程は、IHQのProvisional Calendarと国際本部のウェブサイトに掲載されています。 

投票は、2021 年 12 月 14 日午後 5 時から 2022 年 1 月 28 日午後 5 時(いずれもジュネーブ時間)までオ

ンラインで受け付けられます。 

 

３．IPE と ICM/APE の選挙の投票権 

投票権があるのは、過去 3半期に亘って、国際会費、地域会費、区費を 100％収め、また 3半期を通じて

会員数が 15名以上のクラブです。（国際憲法ガイドライン 409） 
会員数が 5〜14名で、創設 25 年以上のクラブは、国際憲法ガイドライン 411 に沿って、投票権の申請を

行うことができます。申請書は、各区理事に提出してください。（9 月 30 日まで） 
 

４．YMI オープンハウス 

各クラブは、オープンハウスを開催するように要請されています。オープンハウスとは、一般の人々(ま

たは新会員候補)を招待し、楽しくカジュアルな雰囲気の中でワイズの活動について知ってもらうための、

対面式、オンライン式、またはそれらを組み合わせた例会（イベント）のことです。 

 

５．チャレンジ 22 アンバサダープログラム 

新しい国へのチャレンジ 22 普及活動の一環として、チャレンジ 22アンバサダー制度が創設され、特に遠

隔地や新しい国での新クラブ結成やサポートに関連する旅費が、BF基金から提供されます。 

新しい国でのエクステンション活動は必要な活動ですが、ほとんどのエリアの予算では十分にサポート

できないものです。申請は BF補助金申請書で受け付け、旅費補助のみを行います。宿泊費やその他のサ

ポートは、各地域、各区等の負担となります。この新しい取り組みにより、クラブチャーターセレモニー

に YMI の代表が出席することが期待されています。 

 

６．国際ヒストリアンへの区報提出 

国際ヒストリアンのデビー・レドモンドは、私たちのアーカイブ（文書保管庫）のために皆さんの区報の

コピーを必要としています。どうぞ彼女をあなたのメーリングリストに登録してください、また、IHQ に

も区報のコピーを送ってください。 

 

７．BF文化代表について 

2022-23 年度は、ASP地域からはインド地域へ派遣されます。また、受け入れは、アフリカ地域からです。 

派遣のための申請は、2021 年 10 月に案内が送られて来ますので、それに沿って申請をお願いします。 

 

＜編集後記＞ 

8 月は、AYC、AC、ACM と大切な会が続きました。会長として適切なリーダーシップをとれるよう努力して

いますが、なかなかうまく行かないこともあります。多くのメンバーと共に、成長を続けたいと思います。 

それにしても、交流をもっと楽しく！懇親を深める場を提供できるようにしたいです。これからのエリアの活

動を楽しみ、実りあるものにしていきましょう。皆さんと共に。 


