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

少しずつ寒さが来そうな晩秋に

大野

勉（神戸ポート・西日本区）

落ち着き見せるかパンデミック
弁子

パンデミックの影響が少しずつ弱まってきました。ワイズの活動が少しずつ活発に
なってきました。YMI100 年の歩みは力強く、日々前進していることが感じられま
す。誇りと勇気をもって、さらに前進を続けましょう。
＜お知らせ＞
１．改定エリア憲法＆ガイドラインが国際協会にて承認されました。
7 月から 8 月にかけてエリア内のクラブ会長によって承認投票された「改定エリア憲法＆ガ
イドライン」が国際協会において審理された後、国際議員により承認されました。
今後は、新しい憲法＆ガイドラインによってエリア内の活動が進められます。
２．国際アワードが発表されました。
すでにご案内いただいていると思いますが、2020-2021 年度の各表彰が発表されました。詳
細については、国際協会のウェブサイトよりご覧ください。
＜11 月のイベント＞
11 月 6 日(土)
スピーチコンテスト「英語版」テーマ「SDGs について」開催の案内

今年６月に IBC 締結を行った北九州クラブとネパールのルンビニ Y サ
ービスクラブの共催で、英語によるスピーチコンテストが行われます。
11 月 12 日(金) 午後 8 時 30 分〜
QCM①
第 2 回目の地域評議会を開催します。前回の ACM で未決であった議題
や新たな議題についても話し合います。
11 月 13 日(土)
ASD Workshop②：CS, TOF, RBM, BE について情報を共有します。
11 月 15 日(月)
エリアウェブサイト説明会
現在作成中の新しいエリアウェブサイトについて、その進捗状況
および説明会が開催されます。
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＜今⽉の聖句＞
閉ざされた扉は、あなたを運命から遠ざけることはできない
キリスト教強調地域事業主任、マーク・リン
創世記 16 章
16:1 アブラムの妻サライには、⼦供が産まれなかった。
創世記 17 章
17:15 神はアブラハムに⾔われた、
「あなたの妻サライは、名前をサライではなく、サラと呼びなさい 。
」
17:16 わたしは彼⼥を祝福し、彼⼥によってあなたに男の⼦を与えよう。わたしは彼⼥を祝福し、諸国⺠の⺟と
する。諸⺠族の王たる者たちが彼⼥から出る」
。
17:17 アブラハムはひれ伏した。しかし笑って、ひそかに⾔った、
「百歳の男に⼦どもが⽣まれるだろうか。90 歳
のサラに⼦どもが産めるだろうか。
」
17:19 神は⾔われた。
「いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の⼦を産む。その⼦をイサクと名付けなさい。
わたしは彼と契約を⽴て、彼の⼦孫のために永遠の契約とする。
」
ヨハネ福⾳書 10 章
10:9 わたしは⾨である。わたしを通って⼊る者は救われる。その⼈は、⾨を出⼊りして、牧草を⾒つける。
神様が、サライとアブラハムに⼦孫を残すことを約束した扉は、10 年以上も閉ざされていました。 神様は、こ
の扉を開けることを約束されていました。しかし、サライは、⾃分なりの⽅法で扉を開き、奴隷のハガルをアブ
ラハムの妾として与えました。ハガルがイシュマエルを産むと、サライは、後悔し、ハガルと⼦供を拷問して追
放しました。実は、サライが開けた扉は、神様が開けたいと思っていた扉ではありませんでした。⾃分たちは出
産年齢を過ぎていて、もう妊娠して⼦供を産むことはできないと考えて、神の約束を信じていなかったのです。
しかし、神は、忠実で全能であり、神の約束を成し遂げるための扉を開く⼿助けをしてくださるのです。
神様が私たちの⼈⽣に扉を開いてくださったとき、それを閉じようとしないでください。神があなたのために開
いている扉は、誰も閉じることができません。 私たちは、主に確信を持ちましょう。神の御⼼であれば、必ず⾏
われます。神には、常に計画があることを覚えておいてください。神が閉ざす扉にも注意してください。
あなたが⼊ることを神が望まないドアもあり、神は、あなたを守るためにそれを閉じます。神はすべてを知って
いて、あなたが危険につながる道にいるかどうかを知っています。
神様の御⼼を知るために、絶えず神様に祈りましょう。聖霊に頼りましょう。聖霊は、何かが神の御⼼であれば、
それを教えてくださいます。聖霊にあなたの⼈⽣を導いてもらいましょう。
神が扉を開いてくださるとき、神は、あなたを妥協させたり、神の御⾔葉と⽭盾させたりすることはありません。
多くの場合、神は、御⾔葉や、神的な助⾔などの他の⼈を通して、御⾃⾝の意志を確認されます。
通常、神に頼らなければならないとき、それが神からの開かれた扉であることがわかります。ある⼈は、⾁の⼒
で何かをしようとしますが、神の御⼼であれば、私たちの⼿の働きを祝福してくださるようにお願いしなければ
なりません。
⽇々、私たちを強め、助けてくださるようにお願いしなければなりません。神が道を作らなければ、道はありま
せん。まず神の国を求めましょう。開かれた扉は、あなたの祈りの⽣活と信仰を強めます。
扉が開かれているときは、神が本当に働かれていることを知ることができます。もう⼀度覚えておいてほしいの
は、聖霊がドアを閉じたままにしておくことを望んでいる場合、あなたに不安を感じさせるということです。 神
の扉をたたき続けてください。時には、ドアが少しひび割れていて、神はただ私たちが祈りを⾟抱することを望
んでおられます。時期が来れば、神は、その扉を完全に開いてくださいます。
閉じられたドアがあなたを運命から遠ざけることはありません。あなたは、それがどのようにうまくいくかわか
らないかもしれませんが、神は、あなたを制限しているものによって制限されることはありません。信仰を持ち
続けてください。道がないところに道を作ってくださいます。
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11 ⽉の強調⽉間 - ASF - アレキサンダー奨学基⾦
ASF 地域事業主任 板村哲也
10 ⽉ 23 ⽇、⽥中博之 ASF 国際事業主任のリーダーシップのもと、地域会⻑と ASF
地域事業主任との ASF リーダーズミーティングが Zoom で開催され、ASF の最新
情報が共有されました。
ASF は、1954 年に正式にスタートし、世界中の YMCA のリーダーシップと潜在的
インパクトを開発するために資⾦を提供しています。
近年では、各地域および区で集められた ASF 寄付⾦の 70％は、地域の YMCA を⽀
援するために使⽤されています。残りの 30％は、国際 ASF として国際事務局に送られ、国際的な YMCA
の取り組みを⽀援するために使⽤されます。
毎年、平均して約 10,000 スイスフランが、国際 ASF に寄付されてきましたが、2020-2021 年には新型コロ
ナウイルスの災害があったにもかかわらず、14,000 スイスフラン以上が集まりました。
表は、国際 ASF に寄付された⾦額を⽰しています。
昨年は、アジア太平洋地域のすべての区が、国際 ASF に貢献し、その総額は YMI で最⾼額となりました。
⼀⼈当たりに換算すると、ASP（1.3 スイスフラン）は 8 地域中、アメリカ（4.2）
、アフリカ（1.9）に次い
で第 3 位でした。区別では、オーストラリア区（6.6）が、YMI で 2 位となりました。皆さまの⼒強いご⽀
援に感謝いたします。

2020-2021/2022 年には、国際 ASF は、新型コロナウイルスのパンデミックにより困っている世
界中の各国 YMCA 同盟を⽀援する世界 YMCA 同盟の取り組みである新型コロナウイルス
YMCA 連帯基⾦に 20,000 スイスフランの⽀援を⾏いました。
アジア太平洋地域と YMCA との関係では、地域としては ASF を徴収していませんが、アジア太
平洋 YMCA 同盟（Asia and Pacific Alliance of YMCA）の Advanced Studies Program (主事研
修）を毎年、経常会計から財政的に⽀援しています。
今年は、エキサイティングで新しい寄附⾦活動の取り組みとして、YMI は、様々な賞品を⽤意し
た特別な ASF ラッフルを提供します。
2020-2021 年の寄附⾦の実績と 2021-2022 年の⽬標は以下の通りです。皆様のさらなるご協⼒を
お願いいたします。
（スイスフラン）
Actual 2020-2021
(Per Capita)
Goal 2021-2022
(Per Capita)

Australia
1,035
6.6
500
3.2

Japan East
915
1.1
1,200
4.8

Japan West
1,682
1.2
1,700
1.2

Phlippines
60
0.4
200
1.3

SEA
336
0.8
120
0.3

Sri Lanka
11
0.1
?
?

Taiwan
504
1.0
1,600
3.1

(詳細は IP ニュース 2021 年 11 月号をご覧いただくか、YMI ウェブサイトをご覧ください。)
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ASP Total
4,543
1.3
8,120
2.2

ワイズメネットの活動紹介
私は、ワイズメネット地域事業主任の坂本千春です。
ワイズメネットの活動を紹介したいと思います。
ワイズメネット国際プロジェクト 2020-22 （15000 スイスフラン)
ウクライナ・ザポリシヤ州の社会的弱者である子どもたちの健康的なライフスタイルを促進するツー
ルとしてのスポーツと非公式教育

(YMI World 2020/21 No.4 に掲載されているワイズメネットの最新情報をご紹介します。)
私たちは、孤児や貧しい子どもたちの世話をしている地域センターの敷地内に、体育器具を備えた屋外スポーツの遊び
場を作っています。これは、地域の資産としてとても歓迎されるでしょう。
ウクライナ YMCA のビクター・セルブロフが、プロジェクトコーディネーターを務めており、4 月末にようやく体育器具が設
置されたとのことです。ウクライナの冬は非常に寒く、世界の他の地域と同様、新型コロナウイルスは大きな影響を与えま
した。ウクライナの半分は、非常に厳しい検疫規制のレッドゾーンとなり、ザポリシヤもまだレッドゾーンのままです。残念な
ことに、私たちが、機器を設置したザポリシヤに非常に近い地域で、ロシア軍との戦闘がありました。ビクターは、緊張が
少し和らいだと言っていますが、このままの状態が続くように祈っています。子供たちが器具を使えるようになったのは素
晴らしいことで、不安な生活を送っている彼らにとっては、非常にありがたいことです。ワイズメネット・インターナショナル
プロジェクトが有益であるかどうか、また、その効果があるかどうかについて疑問をお持ちの方は、ビクターが送ってくれた
写真に写っているこの幸せそうな顔を見ていただければと思います。

この記事にあるように、ワイズメネットのプロジェクトがどのように役立つかを知ることができます。
ジョイ・マクナマラ、国際プロジェクトコーディネーター2018-22 によると、このプロジェクトはすでに完了し、非常に成功し
ています。
このプロジェクトは、資金が少ないために選ばなければならなかった 3 つの小さなプロジェクトの 1 つでした。
次のプロジェクトは、2022 年 5 月頃に投票される予定です。
それまでに寄付をしておけば、どのくらいの規模のプロジェクトに参加できるかがわかります。
引き続き、国際プロジェクトへの寄付をお願いします。
アジア太平洋地域が良い支援者になることを願っています。
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前期のアジア太平洋地域からの寄付金

オーストラリア:3015.54 スイスフラン
東日本：530 スイスフラン
西日本：955.8 スイスフラン
ワイズメネット活動をしていない地域でも、国際プロジェクトの寄付を推進してください。
社会的弱者である子どもたちに幸せをもたらすことができれば、国際ワイズメネットのプロジェクトを支援する価値があると
思います。
西日本区(2021-22)
髪の毛を失った子どもたちに無料でウィッグをプレゼント

小児がんや脱毛症で髪の毛を失った子どもたちのために、寄付された髪の毛で
ウィッグを作る活動です。多くの人の協力が必要で、通常 1 つのウィッグを作
るのに 50～100 人分の髪の毛が必要です。医療用ウィッグは、一人ひとりの子
どもに合わせてオーダーメイドで作られます。

ウィッグを作るための髪の毛のカット
確かな情報によると、日本には医療用ウィッグを待っている子どもが 600 人いるそうです。
西日本区のワイズメネットでは、病気と闘う子どもたちにウィッグを贈
り、笑顔と喜びを届けたいと考えています。その子どもたちを励まし、応
援するために、このプロジェクトに取り組みたいと考えています。
このプロジェクトは、日本の医療用ウィッグ会社が主催する「つな髪」に
よって 2009 年から行われているものです。西日本区のワイズメネット
は、このプロジェクトに協力することにしました。私たちは、社会奉仕活
動の一環として、この「つながり」プロジェクトを支援し、大きなインパ
完成したウィッグ(写真提供：つな髪)
クトを与えたいと考えています。
東日本区(2021-22)
毎年、YMCA の施設に絵本を贈っています

東日本区のワイズメネットでは、毎年、東日本地域の YACA が運営する保育園や幼稚園に絵本を贈るための募金活動
を行っています。この奉仕活動は 10 年以上も続いています。子どもたちだけでなく、保護者や YMCA 施設のスタッフに
も喜ばれています。
ワイズメネットは、1 枚以上の高解像度の写真と適切なキャプションを添えて、活動記事を送ってください。
メワイズネット事業主任 坂本千春 E-mail: chiharu@dsk.zaq.ne.jp
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