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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 

理  事  通  信 ［ＶＯＬ．１］   ２００７年 ７月 1 日発行 

     

西日本区理事 神谷 尚孝 

 

理事主題 「確信を持って前進しよう！」 

              “Let’s move forward with conviction!” 
私は、入会４２年を過ぎました。年齢も７１になりました。おそら

く過去最高年齢で西日本区の理事を務めさせていただきます。 

素晴らしい伝統と実績を重ねて来た区の舵取りの重責を、健康と共に

与えてくださった神様に感謝しつつ、皆様のご協力をいただきながら

進めてまいります。 

過去１０年来、西日本区の会員の減少が続いていることはご承知のとおりであります。 

他の国際的に有名な数々の団体では、私達より更に劇的に会員数が減少しています。この減少

は単に経済環境悪化ためとして受け入れてしまって良いのでしょうか？ 

 私達の周辺を見渡してみますと、次々と新しいＮＰＯ法人が組織されて、大勢の方々がボラ

ンティア活動を行っています。 

 私達ワイズメンズクラブの目的・モットーは、定款の第２条第２項に・・研鑽の機会を提供

するとともに、誠心誠意ＹＭＣＡと協働し、・・と明記されています。私達が支援しているＹＭ

ＣＡは支援を必要としていないのでしょうか？ あるいは、ＹＭＣＡの活動は私達が支援する

に値しないのでしょうか？ 「ＹＭＣＡの願い」には、次のとおり書かれています。 

『「自分のいのちとみんなのいのちを大切にすること」「家族、地域のひとりとして責任があ

ること」「世界と地球を見つめ、考え、行動すること」「ボランティア精神とリーダーシップを

身につけること」「すこやかな心とからだを育むこと」ＹＭＣＡでは、これらを実現するために、 

「思いやり」「誠実さ」「尊敬心」「責任感」をすべての場面で大切にしています。』 

このように素晴らしい目的を持ったＹＭＣＡを支援することを目的とした、私達ワイズメンズ

クラブは、どのような時代にあっても必要とされる素晴らしいクラブなのです。この活動を強

力に永続さすために「Ｙサ・ＡＳＦ資金運用細則」の自由献金を、一人１千円以上の目標額と

することに定めました。一方ＢＦ献金目標額を１０ドル減じて１５ドルとしました。勿論従来

通りの額を継続する努力もしましょう。この数年間、区の一般会計は欠損が続き危機的状況を

迎えつつあります。私達の活動を低下さすことなく、会計状況を少しでも好転させて行くため

に、会員皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 重点目標 

 １．会員増強について 

   2006 年度より、「西日本区２０００推進チーム」が設置されました。ＥＭＣ事業委員会

に属するチームとしてお働きいただきます。早期に会員 2000 名が実現できるように頑張

りましょう。 そのために全てのクラブが、それぞれの地域で認められる奉仕活動を、

地域奉仕委員会とＥＭＣ委員会が共に企画して実施しましょう。会員増強は専門チーム

だけで果たせるものではありません。会員皆様のお一人お一人の思いと行動でしか実現

できません。 

 ２．国際統一事業 ［Stop HIV/AIDS］の推進ついて 

2005 年度から、世界のワイズメンは国際統一の 5 カ年継続事業(UGP)として、［Stop 

HIV/AIDS］の推進に取り組み、３年目を迎えました。この事業にはＴＯＦ資金が用いら

れます。ＴＯＦ献金と区・部・クラブ・に於いて強力にキャンペーンプログラムが推進
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されることを望みます。各地のＹＭＣＡと協働する事で、良い成果が上げられると思い

ます。 

 ３．ＹＭＣＡ支援とユースの育成ついて 

   冒頭に述べましたように、ワイズの第１の目的はＹＭＣＡの支援です。それぞれの地域

に依って、必要とされる支援は異なります。ワイズメンズクラブが有りながら、まだＹ

ＭＣＡが設立されていない地域は、近隣のＹＭＣＡの協力を得ながら、その地域にＹＭ

ＣＡを建設する努力を始めましょう。目標を定め、確信を持って進めば、必ず与えられ

ます。昨年１１月に西日本区初の「ワイズ・ユースクラブ姫路－Ｙ３」が設立総会を開

催しました。引き続いて、神戸や九州の地でユースクラブの胎動が始まっています。ワ

イズが支援して成長を見守りましょう。ＹＭＣＡのユースリーダーとは折に触れ交流し、

励ますと共にワイズ理解を深めてくれるように努めましょう。 

ここ数年の一般会計は、会員減少の為赤字が続きその額も増大してきています。 

「Ｙサ・ＡＳＦ資金」に、目標額の１千円を 1,６00 名の会員が献金して下されば、  

1.600.000 円の基金が得られます。今までと同じく日本ＹＭＣＡ同盟に 1,000,000 円の

支援を続けて行く事もできます。「Ｙサ・ＡＳＦ資金」の自由献金にご協力下さいますよ

うお願いいたします。 

これからの一年間も、神様の豊かなお導きと、皆様のご支援を信じて活動して参ります。 
  

７月 Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ  ＥＭＣ－Ｃ 
  目標達成の満足感と喜びを分かちあえるグッドスタンデｨングメンバーを作ろう。 
  クラブの発展は 例会の充実 組織の拡充 メンバーの自己研鑽 です。 
                  澤田 賢司 ＥＭＣ事業主任(京都グローバル)  

 
７-1 前期半年報の提出についてのお願い 

   「前期半年報」の提出期限は７月１０日です。７月１日現在の会員数などを記入して、 

    期日までに所属の部長宛てお送り下さい。  

 

７-2 広義会員の承認申請及び功労会員の届け出について 

   出席率より免除される広義会員は、所定用紙で毎年理事宛に申請し承認を受けな 

ければなりません。7月中に手続きを終えて下さい。 

   出席率より免除される功労会員は、半年報の「②承認済み広義会員及び届出済み功労会

員」の欄にお名前を忘れずご記入下さい。 

 

７-3  第１回役員会が開催されます。 

７月１４日(土)～１５日(日)に西中島南方のホテルクライトン新大阪で開催されます。 

   役員会での決議事項などは、区報やインターネットの西日本区ＨＰなどでご覧頂けます。 

 

７-4 第２２回アジア地域大会（バンコク）の登録はお済でしょうか？ 

   ８月１０日から１２日までタイのバンコックで開催されます第 22 回アジア地域大会に

登録がお済でない方はまだ間に合います。お問い合わせは西日本区オフィシャルエージ

ェントの亜細亜交流旅行(TEL 0742-51-2520 担当 高橋)へご連絡下さい。 

西日本区から亜細亜交流旅行を通じての登録者数は、６月２５日現在で５８名です。 

 

７-5 第１１回西日本区大会は奈良で開催されます。 

      ２００８年６月１４日(土)～１５日(日)の両日、奈良クラブのホスト、阪和部各クラブ

の協力で、なら１００年会館、ホテル日航奈良を会場で開催されます。 



 
- 3 -

７-6  各部の部会日程が決まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７-7 主任・主査研修会、合同研修会が実施されます。 

  ☆ＥＭＣ事業主任・事業主査合同研修会 ６月２４日(日) ホテル法華クラブ京都 

   ◇ 事業主任会議 ： 10:45～11:45 (2000 推進チーム委員長も同席) 

      ◇  昼  食  ： 12:00～13:00 (懇親も含めて会食) 

   ◇  研 修 会  ： 13:00～16:00 
 

  ☆ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員・主査懇談会 ７月１日(日) 神戸ＹＭＣＡ４階 

◇ 事業委員会  ： 11:00～12:00 

      ◇  懇談会   ： 12:00～14:00  

   ◇  登録費   ： 3,500 円 昼食費 
 

☆メネット事業主査会 ７月２１日(土) ホテルフジタ奈良(ＪＲ奈良・近鉄奈良徒歩５分) 

◇ 研修会 ： 14:00～16:30 メネット事業方針、ＤＶＤ（HIV/AIDS） 

      ◇ 懇親会 ： 17:30～19:00   

◇ ２２日午前中大仏殿特別拝観、昼食（奈良の茶粥）後合同研修会へ出発  
 

☆地域奉仕･環境事業、メネット事業合同研修会 ７月２２日(日) 大阪弁天町 

◇ 研修会 ： 13:45～17:15 ORC プリオ会議室 ORC ｱﾄﾘｳﾑ西側ﾌﾟﾘｵﾀﾜｰ１Ｆ 

      ◇ 懇親会 ： 17:30～19:15  三井アーバンホテル ２Ｆレストラン「テラス」 

   ◇ 登録費 ： 研修会は無料 懇親会 3,800 円(ビュッフェ・フリードリンク) 

   特別講演『 HIV/AIDS と どのように向き合うのか 』を講師「BASE KOBE」代表 

   繁内 幸治様より、研修会の中でお聞きします。 

   研修会場はＪＲ・地下鉄中央線「弁天町」下車徒歩５分です。 

 

部名 部長 クラブ名 開催日／時 場所 ホストクラブ 備考

九州部 岩本悟 熊本むさし
９月１日(土)
～２日(日)

ＹＭＣＡの
阿蘇キャンプ場
（阿蘇　白雲山荘）

熊本むさしクラブ
阿蘇クラブチャーターナイト
スポンサーは熊本ひがし

部会と同時開催

京都部 新山兼司 京都トップス
９月９日(日)

式典　15：30～17：00
懇親　17：10～20：00

ウェスティン都ホテル
京都　　 (三条蹴上）

京都トップスクラブ
主題は、FESTBAL！

評 議 会 　13：30～15：00
メネット会　13：30～15：00

西中国部 中島昌幸 広島
９月１５日(土)
11:00～15:00

広島市
アークホテル

広島クラブ
ホテル

ＪＲ広島駅より徒歩６分

中部 三井秀和 名古屋グランパス 　　　　９月１６日(日) 中部国際空港セントレア
名古屋グランパス
クラブ

中部国際空港
セントレアホール13:30～部会
セントレアホテル15:00～懇談会

六甲部 大塚章信 神戸
９月２２日(土)
9:00～17:00

六甲山ＹＭＣＡ 神戸クラブ
午前　ペタンク大会

午後　部会・関西グリークラブＯＢ
クレセント・ハーモニーコンサート

中西部 卜田啓三 大阪豊中
９月２９日(土)

13:00～
土佐堀ＹＭＣＡ

大阪豊中クラブ
大阪セントラル
クラブ

最寄り駅
大阪地下鉄肥後橋

阪和部 遠藤通寛 大阪泉北 １０月７日(日) 大阪南ＹＭＣＡ 大阪泉北クラブ
最寄り駅

ＪＲ天王寺駅

びわこ部 戸所岩雄 彦根シャトー １０月１４日(日)
彦根プリンスホテル
　＋彦根城内広場

彦根シャトークラブ
一般市民参加の講演会

（彦根城内）を予定

瀬戸山陰部 加藤俊行 米子 １０月２０日(土) ホテルサンルート米子 米子クラブ
ホテル住所

　米子市西福原1－1－55
　（0859）－33－0911

開催日順に掲載
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７-8 熊本阿蘇ワイズメンズクラブ（仮）が設立総会を開催 

   ６月３０日（土）15:00～ 熊本阿蘇ＹＭＣＡで開催されました。 

九州部 14 番目 熊本地区で 7番目です。おめでとうございます。 

 

７-9 理事通信への掲載 

   「クラブの記念行事」や「クラブの事業」などを西日本区の皆様に知らせたいときは理 

事通信をご利用下さい。 

毎月２０日までに理事事務局まで文書（E-mail またはファックス）でご連絡下さい。 

   理事事務局 〒558-0055 大阪市住吉区万代 2-9-2-403 理事事務局長 東 良學 

          TEL&FAX 06-6672-7280  E-mail higashiyoshi@oct.zaq.ne.jp 

 

７-10 ２００７～２００８年度 主題 

国際会長 Lasse Bergstedt ﾗｯｾ･ﾍﾞｱｸﾞｽﾃｯﾄ（デンマーク） 

主   題  “ Service Without Borders ” 

          「国境なき奉仕」 

スローガン “ Let’s Show ‐ Let’s Grow ” 

       「示そうワイズ！ 伸ばそうワイズ！」 
 

アジア地域会長  藤井 寛敏（東日本区 東京江東） 

主   題   “ Service Without Borders ” 

「国境なき奉仕」 

スローガン “ Let’s Join under the Y’s Men’s Flag ” 

「ワイズメンの旗のもとに」 

 

西日本区理事   神谷尚孝（和歌山） 

主  題  “ Let’s move forward with conviction ! ” 

                   「確信を持って前進しょう！」 

 

７-11 物品サービス委員会よりお願い 
ワイズ物品についてお願い申し上げます。①クラブ及びメンバーとしてワイズマークご使用 
する場合は物品サービスへ届け承認を得てください。②例会・プログラム・事業等では正し 
く徽章（バッジ）着用して下さい。また、ワイズマークの着用に際してはワイズメンとして 
の威厳を損なわないよう意識を持って下さい。③ポロシャツの販売を部長・会長を通じて行 
っております。是非お求め下さい。④ワイズグッズはホームページに掲載しています。 
ご確認のうえご購入下さい。 

 

７-12 過年度のロースターの処分について 

   記載されている個人に迷惑が掛からないよう次のことを厳守して下さい。 

   ①ロースターの管理及び廃棄処分はワイズメン個人が管理して下さい。 

   ②古いロースターの処分にお困りの方は、(株)洛陽(裏表紙に住所が書いてあります) 

    へご返送下さい。 


