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先頭に立ってワイズの光を輝かそう－クラブで、地域で、国際社会で 

Let Y’smen Light Shine before Others 

In the club, in the community, in the World 

 

今月の強調点  Menetts 

 

 

  

 

 

 

 

いまだ連日のように暑い日が続いておりますが、秋は確実に訪れてきまし

た。不順な天候は、各地に大雨や雷雨被害をもたらしています。九州阿蘇の

被害には、福島部長を筆頭に九州部を中心としたワイズメンが、宇治のリト

リートセンター被害には、船木部長を中心とした京都部のワイズメンが中心となって復興活動に精出し

て下さり、改めて感謝申し上げます。 

さて、８月２日から５日までノルウエーのスタバンゲルで国際大会が開催され出席しました。出席者

は Roster によると開催国ノルウェーから 181 人、デンマーク 127 人、日本は東西合わせて 115 人、台

湾 45 人、USA44 人、インド 41 人、ロシア 33 人、総合計 750 人でした。今期の国際会長がインドの

Philip Mathai であることからしてインドの力強さを感じました。その中で国際書記の西村氏が素晴らし

い年次報告をされたのが強く印象に残りました。国際議員として西日本区から土佐堀クラブの岡野泰和

氏を輩出していることを覚えておいてください。この期間中にアジアエリアの会議もあり懸案になって

いた NDERF 献金（自然災害発生時緊急支援金｛昨年多くを支出したので献金がゼロ近くなってしまっ

た｝）の負担金を＄１/人から＄２に倍増する件が全会一致で承認されました。負担金が＄１増えること、

どうかご了承下さい。小生はこのような会議に出席する義務があって参加したわけですが、やはり国際

大会は参加することに意義があります。特に今年はスタバンゲル近隣ワイズメンの家庭に招いて頂き、

夕食をともにし、歓談するというプログラムがあり、郊外のご家庭を訪問することができました。我々

が派遣したユースコンボケーションのメンバーも楽しそうにしておりました。来年は第 25 回アジアエリ

ア大会がフィリピンのマニラで 8 月 2 日‐4 日で開催されます。また、次の第 71 回国際大会はインドの

CHENNAI（旧マドラス東海岸）で再来年の 2014 年 8 月 7 日-10 日に開催されます。インドから女性ダ

ンサーを３人も連れて来てキャンペーンを張っていました。これからの予定の中に是非入れておい下さ

い。 

国際関係では、大変重要なお願いが各クラブ会長様にあります。「国際憲法」改正に関する国際投票で 

あります。西日本区事務所から書類が届いているはずですが、国際のことは関係ない、開いてみたら英

語だらけと煙たがらずに見ていただきたい、親切に日本語訳が入っています。全クラブが投票して頂け

ますよう強くお願いいたします。        2012-2013年度 西日本区理事 成瀬晃三(名古屋) 

 

今月の聖句 マタイによる福音書７：３～４ 

                   

  「あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の

中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、『あなたの目からおが

屑をとらせてください』と、どうして言えようか。自分の目に丸太が

あるではないか。」 

 

                            



 

ポイント  各クラブ会員は例会にメネットを誘いましょう。 

Have  Fun  With  Menetts(メネットと共に楽しく) 

 

1 年に 1 度のメネット強調月間がやってきました。今月の例会にはメン同伴で例会に出席しましょう。

メネットのあなたの出席でワイズ例会を華やいだ例会にしましょう。例会場ではメンを隣に座らせまし

ょう。会場の色取りが変わります。これが変化＝チェンジです。場合によっては例会の都度 YMCA に託

児所を作ってもらってもいいですよ。その託児所の経験が YMCA の新しいプログラムに成長するかもし

れません。メネットの皆さんの健闘を祈っています。 

野村 靖子メネット事業主任 (名古屋東海) 

 

 

 

「あなたは、兄弟の目にあるおが屑は見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄 

弟に向かって、『あなたの目からおが屑をとらせてください』と、どうして言えようか。自分の目に 

丸太があるではないか。」(マタイによる福音書７章 3～4 節) 

 

 あなたの目におが屑が入っているから、取りのけたらどうかと言うと、すぐ言い返してくる。あなた

の目に丸太が入っているではないか。それを取るのがさきだろう、と。これは明らかに、この７章１節

にあります「人を裁くな。あなたがたも裁かれないようにするためである。」ということばに対する譬え

として語られているのです。私たちは、他人のことをとやかく言う資格のある人間ではないとイエスは

言われるのです。   

           西村 清(クリスチャニティー特別委員／名古屋) 

 

 

  40P 上の表 監査→監事  63P 組織検討委員会  松本武彦(大阪ヴェクセル)→松本武彦(大阪西) 

66P 各部部会予定表 飯田義雄→上野泰男 68P 行事予定 2011 年→2012 年 2012 年→2013 年  

69P 西日本区事務所 事務所長 浅岡 徹夫→成瀬晃三 

(謹んでお詫び、訂正、お知らせ申し上げます。 

他にも気が付いた点等ございましたら、理事事務局までご連絡下されば幸いです。) 

 

 

 

病気療養のため、休職していました北村区事務所職員が８月 20 日より無事復帰しました。今期始め

より、何かとご迷惑、御心配をおかけしました。病気療養期間中は、代替え要員として 森本榮三ワ

イズ(大阪高槻クラブ)と大槻信二ワイズ(京都センチュリークラブ)に全面的にお世話になりました。あ

りがとうございました。 

 

 

  来年に開催を予定している役員研修会、会長・主査研修会をどのような内容とするのか、話し合う

ワイズリーダーシップ委員会が ホテルクライトン新大阪にて、８月 18 日(土)に開催されました。 

二つの研修会のあり方のみならず、会員のリーダーシップを高めるためにはどうしたら良いのか、

部単位、クラブ単位の研修のあり方についても熱心な意見が交わされました。 

委員会が終わり、ホツと安心、ホテルを出たところで、藤井委員長が自動車にはねられるという事

故にあってしまいましたが、その後、本人は松葉杖姿で元気に部会にも参加しています。 

 

 

ワイズリーダーシップ委員会が開催されました。 

 

行 

 

ロースターでの一部記載ミスのお詫びとお知らせ

願い 

 

今月の強調点   Menetts 

 

聖書の教え(今月の聖句について) 

 

北村区事務所職員 無事に復帰しました 



 
 

 ８月 25 日(土)西日本区のトップをきってびわこ部部会が、近江八幡のホテルニューオオミにて、200

名を超える登録者で開催されました。また、翌日には、中部部会が名古屋駅前の名鉄ニューグランドホ

テルにおいて、120 名を超える登録参加者で開催されました。それぞれに井上・荒川両部長の思いが込め

られた、独自色が色濃く出た良い部会でした。部会に参加された皆さん、お疲れ様でした。 

９月の部会  

部  名 日     程 曜日 開始時間 開 催 場 所 ホストクラブ 登録費 

六 甲 部 9月 8日 土 13:00～ ホテル竹園芦屋 芦屋 8,000円 

京 都 部 9月 9日 日 15:00～ ｳｪｽﾃｨﾝ都ホテル京都 京都トップス 10,000円 

中 西 部 9月 15日 土 14:00～ ﾎﾃﾙグランヴィア大阪 大阪なかのしま 6,000円 

阪 和 部 9月 22日 土・祝 13:30～ たかつガーデン 大阪河内 4,000円 

西中国部 9月 29日 土 13:00～ 広島 YMCA 広島 7,000円 

メネットアワー   京 都 部  11:00~ 登録費 3,000 円  西中国部 11:00~ 登録費 1,000 円 

 

 部会は、何よりの交流の場です。是非、所属する部会のみならず、他の部の部会にも積極的に参加し

ましょう。良い刺激と学ぶ点が多々あります。(登録がまだの方、早急に) 

また、部会では、笠井俊明地域奉仕・環境事業主任による RBM のアピール、野村靖子メネット主任に

よる物販、理事キャビネットによる東日本大震災復興支援募金のアピールを予定していますので、ブー

スのご用意を何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

また、参加する主任によるアピールタイムを設けて下されば幸いです。 

 交流事業委員会の開催（石田由美子主任） 

  ９月９日(日) 京都部会前の時間に開催を計画しています。 

 

 

  国際より、2013-2014 年度の BF デレゲート(BF 代表)募集の案内が届きました。応募される方については、 

区理事の BF-3 書類作成の関係もありますので、できるだけ 10 月中旬までに区理事宛ご連絡ください。また、 

ファンド事業主任、理事事務局、及び区事務所において、それ以前であっても、ご相談をお受けいたします 

ので、遠慮なくご連絡ください。 

  

 

 

スタバンゲル国際大会ユースコンボケーションに 

参加した若者たち 

 

 

BF デレゲート(BF 代表)募集の案内 

 

行 

 

部会開催報告と９月の部会などの開催予定 

 

 

行 

 

理事通信への掲載 

 西日本区の会員諸氏に知らせたいこと

がある場合、理事通信への掲載が可能なこ

ともあります。毎月 20 日までに理事事務

局までご連絡下さい。  

谷川 修 ☎052-612-3370 

携帯電話 090-7301-1960 

メールアドレス 

tanikawa@shakaikan.com 
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