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西日本区理事　仁科保雄

西日本区理事とキャビネットがスクラムを組んで。

14 期、私たち新役員が「泰然自若の精神」を胸に新年度の出発です。心に残る洋々とした 14 期にするた

め、与えられた職務を誠実に遂行し、西日本区発展のために誠心誠意、諸事において行動いたします事を誓

っています。

今期、最初のイベントは何と言っても 8 月に開催されます「横浜国際大会」です。私たちはこの国際大会

の意義を理解する事から始めなければならないと思います。国際大会の一番重要な事は世界平和に繋げる事

業でなければならない事です。大会に参加する事の大きな目的は、多くの旧知の友人と交流しながら日本の

良さ、諸外国の良さを肌で感じる事です。そして交流関係を結んでいないクラブのメンバーでも臆すること

なく、諸外国の人とでも話し合い、相手の文化を知ること、そして日本の文化を相手に伝え、交流を図って

いける最高の場所であると思っています。交流の促進こそ所信で述べましたように、「草の根運動」を高め、

世界平和のための一翼を担う素晴らしい展開と思います。この大切さをメンバーの皆様に理解していただき、

IBC 交流のないクラブは積極的に IBC 締結して国際的友人を作って頂きたいと思っています。

YMCA への支援は大会中であれ、常日頃でも YMCA・ユースの事業が企画されています。私たちは YMCA
とユースを支援する事を基本として活動いたします。将来を背負ってワイズと共に起たれる若者を立派に育

てる事がワイズの使命であると確信しています。さまざまな事業予定が組まれていますが、私たちは「定款

やモットー」に基づき出来る限りの援助をしていく事を決定しています。

また、諸事業においてすべての主任の方々と執行部が全知全能を絞り、西日本区発展のため、各部各クラ

ブから寄せられる事業方針に、どのような対処が出来るのかを考え、また、援助が出来るのかを日頃より研

修されています。どんな難しい事も行われようとする事業計画には担当の事業主任に積極的に申し出てくだ

さい。私たち執行部は上程された事項に必ず何らかのお答えを出す事が出来ると思います。

また、メネット事業につきましては毎年単独事業として素晴らしい事業をされています。今期も瀬戸内海の

豊島に乳児院「神愛館」がありますが、何らかの理由で親と暮らせない幼児を預かり面倒を見ておられます。

そこにメネット主任が支援の方向を決定されました。その地域の瀬戸山陰部の部長様にも賛成と出来る限り

の援助を頂く事も決定しています。館長は元京都 YMCA の石原主事です。西日本区のメン、メネット様の絶

大なご支援をお願い申し上げます

理事通信



7-1　主題

　　　　国際会長(IP) 藤井　寛敏（東日本区　東京江東クラブ）

                 主題：“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」

           スローガン：“Build a Bridge to the Future”「明日≪あす≫への橋を架けよう」

　　　　アジア地域会長(AP) 高田　一彦（東日本区　横浜クラブ）

　　　　　　　　 主題：“Once More We Stand” 「心新たに立ち上がろう」

           スローガン：“Realization of World Peace through Y's Activities” 「世界平和をワイズの手で」

        西日本区理事(RD)仁科　保雄（京都キャピタルクラブ）

　　　　　　　 主　題：　飛翔たとう　ワイズスピリットを胸に

　　　　　　　　“ Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ”
　　　　　　　 副　題：　泰然自若の精神で“ Let's meet challenges with calmness ”

7-2　７月度強調月間　Kick－off　EMC－C

意識をもって活動に参加しよう。自己の成長と共にクラブの求心力を高めよう！

新山　兼司ＥＭＣ事業主任

7-3　　前期半年報提出のお願い

　　クラブ会長の皆さんは、７月１日現在の会員数を半年報に記入し、早目に提出して下さい。

　　この数字は、前期区費等の算定基準となる大切な数字です。

　　半年報は 7 月 10 日までに所属部長宛に送付してください。各部長さんは 15 日までに西日本区書記宛

　　てにご報告願います。

7-4   第１回役員会が開催されます

　　　7月10日(土)～11日(日)にホテルクライトン新大阪（大阪市）で開催されます。

　　 役員会での決議事項などは、区報や西日本区ＨＰ他で、皆様へお伝えする予定をしています。

7-5 　　各事業において主任・主査研修会が開催され、又、予定されています。

ご協力をお願いします。

☆YMCA サービス・ユース事業　☆地域奉仕・環境事業　☆EMC 事業　☆広報事業

　　以上４事業は、

　　　日時　　　2010 年 6 月 27 日（日）11：00 受付け　11：30 開会

　　　場所　　　リーガロイヤルホテル京都　（各事業別室にて）

☆メネット事業

　　　日時　　　2010 年 7 月 3 日（土）　12：00～14：00
　　　場所　　　ホテルグランヴィア大阪　19 階　なにわ食彩　しずく

☆ファンド事業

　　　日時　　　2010 年 8 月 29 日（日）12：30～15：30
　　　場所　　　大阪市立青少年センター 701 号室

＊参加主査の皆様には、本年度区旅費支給基準により、交通費が支給されます。



7-6　部会開催予定

下記予定で、今年度の部会が予定されています。所属部の部会は勿論のこと、他部の部会にも積極的

に参加して、交流を進めて下さい。

2010 年 9 月 11 日(土)　六甲部部会　　　神戸フルーツフラワーパークホテル

2010 年 9 月 12 日(日)　京都部部会　　　リーガロイヤルホテル京都

2010 年 9 月 18 日(土)　中西部部会　　　大阪ＹＭＣＡ会館

2010 年 9 月 23 日(祝)　阪和部部会　　　和歌山 YMCA＋たま電車

　　　2010 年 9 月 25 日(土)　西中国部部会　　福山 YMCA、福山ニューキャッスルホテル

　　　2010 年 9 月 26 日(日)　九州部部会　　　熊本全日空ホテル　ニュースカイ

　　　2010 年 10 月 2 日(土)　中部部会　　　　金沢ニューグランドホテル

　　　2010 年 10 月 3 日(日)　びわこ部部会　　長浜市木ノ本「ウッディパル」

　　　2010 年 10 月 23 日(土)　瀬戸山陰部部会　ニューサンピア姫路　ゆめさき

7-7　大阪河内ワイズメンズクラブ３５周年記念例会のご案内（ロシアクラブとの IBC 締結披露の会）

　　　１９７５年に創立された大阪河内クラブが、本年３５周年を迎えられ、ロシアおよびチェジュのワイ

　　　ズメンを招き、下記の通り記念例会を開催されます。

　　　　日時：2010 年 8 月 10 日（火）17：30～20：30
　　　　場所：大阪東ＹＭＣＡ（東大阪市御厨南３丁目１－１８）

　　　　会費：3,000 円　　詳細は、今後同クラブより随時、御案内される予定です。

7-8　京都 ZERO ワイズメンズクラブ　のチャーターナイトが挙行されます。

　　　日時：2010 年８月 29 日（日）16：00～
　　　場所：京都全日空ホテル　平安の間

　　　会費：10,000 円

※お申し込みはクラブ単位で（詳細 URL　http://www.tobe.x0.com/newclub.html）

7-9　横浜国際大会ニュース

さあ、あと 1 ヶ月となりました。最新のニュース 、連絡事項をお伝えいたします。

＜登録状況＞

  6 月 21 日現在の登録状況は以下のとおりです。目標 1,500 名に向けて、登録者ゼロのクラブ、登録者

が少ないクラブはどうぞよろしくお願いいたします。次に日本で国際大会が開催されるのは恐らく 20 年後

になると思われます。 この素晴らしいチャンスを活かしましょう。

東日本区：516 名・西日本区：357 名・海外 405 名           総計：1,278 名

＜開会時間＞

 8 月 5 日（木）12:50 分に開会いたします。受付は 10:30 から、会場の「国立大ホール」の開場は

12:00 からです。

＜環境保安官登場＞

ワイズ国際大会史上初めて「Green Sheriff」（環境保安官）が登場します。どんなことをするかは、どう

ぞお楽しみに。

＜各種募集、まだ間に合います＞

「聖歌隊」、「寄付・広告」、「物産販売」は間際まで受け付けています。

http://www.tobe.x0.com/newclub.html


＜お手伝いいただけませんか＞

マーシャル、受付、クローク、通訳等をお手伝いいただけませんか？単に参加するだけでなく、大会の運

営に携わり、思い出に残る大会にしましょう。「各種募集」を含め、詳しくは東日本区事務所まで。

＜食事の無駄をなくしたいと思います＞

ご都合により、止む無く大会の夕食、昼食が一部不要となる方は、不要な食事について事前に東日本区事

務所にご連絡下さい。無駄を省き、大会コストの削減に努めます。申し訳ありませんが、不要の食事代は返

金とはなりません。

＜大会は英語で＞

大会は原則英語で進行されますが、国立大ホールでは同時通訳システムが提供されます。通訳機をお使い

になる方は実費の一部として一日 500 円をいただきます。

（各連絡先注意！　西日本区事務所ではありません。）東日本区事務所 03-5367-6652

7-10　西日本区報１号、メネット報（NOTES & NEWS）、ロースター

今年度の区報第１号の発行は７月後半を予定しています。

前期まで、メネット報は区報に併冊されていましたが、今期より別冊に戻ります。区報と共にお届け

致しますので、確実にメネットの皆様へ届く様、ご協力下さい。

ロースターについても、できるだけ早くお手元へ届くように努力しています。今しばらくお待ちくだ

さい。

7-11 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についてはワイズメン個人の責任にて管理して下さい。

② 古いロースターの処分にお困りの方は㈱洛陽（裏表紙に住所が記載されています。）へご返送下さい。

理事事務局より

　期の開始に先立って、各クラブ会長様へ、ブリテン発送用宛名シール原紙をお送りさせて頂きました。

　しかしながら、会長様が、交代されたクラブや、転居されてご報告を頂いていない場合等、２～３の

　不都合が、発見されましたので、現在、修正の作業を行っています。出来次第、各クラブメール委員様

　を通じて、配信させて頂きますので、今しばらく、ご迷惑をお掛けすることを、ご容赦下さい。

＊ 理事通信への掲載

「クラブの周年例会」や「部・クラブ事業」等で、西日本区の皆様に知らせるべきことがある場合、

理事通信に掲載が可能な場合がございます。毎月 20 日までに、理事事務局まで、ご連絡下さい。

理事事務局　大槻　信二（京都センチュリークラブ）

　　　　　　〒611-0021　京都府宇治市宇治御廟 67-1　レオーネ南陵 105
　　　　　　　　　　　　e-mail: die@pa3.so-net.ne-jp  FAX:0774-28-5888

mailto:die@pa3.so-net.ne-jp

