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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 YMCA サービス・ＡＳＦ
ローマの信徒への手紙１２：１２
「希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。
」

春到来を告げる桜前線が、九州から北上、ここ名古屋もいよいよ満開を迎えようと
しております。今期も残すところ 3 ケ月。いよいよゴールも近づいて参りました。各
ワイズメンズクラブとも、年度の計画に沿って、粛々と様々 特色ある事業を展開し、先頭に立ってワイズ
の光を、クラブで、地域で輝かせているのだと確信し、心強く思っております。
さて、今月の強調点は、YMCA サービス・ＡＳＦです。西日本区定款第２条第２項には、
「・・・誠心誠意
YMCA と協働し、
・・省略・・・よりよい世界の実現のために努力する。
」と記され、第３項では、
「Ａ．奉仕
活動を通じて YMCA の活動を支援する。
」と書かれています。ワイズメンズクラブが、YMCA とともにあり、
YMCA の活動を支援する団体であることを明記しています。ここが、他の奉仕団体と違う点であります。
YMCA は、世界 100 カ国を超える国々にあり、地域に根付いて 活動を展開しています。私たちは、地域の
YMCA を支援することで、よりよい世界、平和な社会の実現に努めています。西日本区内の各地域 YMCA
をみてみますと、困難な状況にあるところ、あるいは、クラブはあっても YMCA がないという地域もありま
す。それでも、工夫を凝らして YMCA 支援を推進していることと思います。今一度、自分たちが応援してい
る YMCA の実情、課題をとらえ、どんな支援をすると良いのか、どんな支援ができるのか、ともに考え、行
動する機会と致しましょう。ＡＳＦ＝Alexander Scholarship Fund は、ご承知のようにワイズメンズクラブ
創始者 P・W・アレキサンダーを記念して設置された 将来 YMCA に奉職しようとする青年への財的支援の
奨学資金ですが、今期は 1620US＄を国際に送金させて頂きました。
3 月 9～10 日、新大阪チサンホテルにおいて 次期会長・主査研修会が開催され、第３回役員会に合わせ
て、次期の第１回準備役員会も予定されています。いよいよ次期の動きも急ピッチで動き出しました。
各種献金は、締め切りが 3 月 15 日まで１ケ月延長、先日、BF・TOF・EF・RBM・Menetts 合わせて
5,725,855 円を国際に送金致しました（一部、未払い）
。ご協力ありがとうございました。東日本大震災復興
支援金は、今期末まで受け付けます。目標の 200 万円にあと少し、引き続きのご協力お願い致します。
西日本区大会、アジア大会の登録がまだの方、どうぞ宜しくお願いします。また、各部で１名以上のユー
スをアジア・ユース・コンボケーションへ派遣しましょう。
（理事の急逝にともない、この理事通信の巻頭言をどうしようかと迷いましたが、理事キャビネット
で相談し、故成瀬理事ならば どんなことを書かれるのかと想像しつつ、まとめさせて頂きました。
稚拙な文章、不十分な内容かと存じますが、事情をご理解のうえ、寛容に受け止めて下さいます様、
宜しくお願いいたします。
）
文責／谷川 修

2012-2013 年度 西日本区

書 記 平野実郎
会 計 渡辺真悟
事務局 谷川 修・荒川 恭次・川口 惠

聖書の教え(今月の聖句について)
「希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。
」
ローマの信徒への手紙１２：１２
４月は新年度の始まりで、新しい体制を組んで出発する時です。しかし我々ワイズは一年の折
り返し地点で、後半の締めくくりの時に向けての出発です。ワイズの要の成瀬理事を天に送りまし
たが、それ故にこそ、成瀬理事の目指したものを、希望をもって実現できるように、たえず祈りなが
ら前進したいと願っています。
西村 清(クリスチャニティー特別委員／名古屋)

今月の強調点 YMCA サービス・ＡＳＦ
ポイント

今 ＹＭＣＡに必要とされているワイズの支援とは何か。ともに考え行動しましょう。

今期も各部でＹＹフォーラムが開催されています。このフォーラムを通してＹＭＣＡが必要とする支援や様々
な課題が見えてきたと思います。これらを実際の行動に移し、次期のＹサ・ユース事業の活発化に向けて継続し
ましょう。
下村 明子Ｙサ・ユース事業主任（名古屋グランパス）
第３回役員会・第１回準備役員会が開催されます
■日 時；2013 年 4 月 13(土)～14 日(日)
■会 場；ホテルクライトン新大阪
■役員会の議案・協議（予定）
STEP 報告書作成に関して、国際協会 YES プログラムを EMC 事業に組み入れる件、次期役員研修会日程変更
の件、2015-2016 年度アジア大会を西日本区で引き受けること、そのホストクラブに関して、理事・理事キ
ャビネット活動資金の創設について、理事の急逝等に伴う代表不在の場合の対応について、2012-2013 年度
代議員会ならびに上程議案について、西日本区事務所職員の退職金について（3 月 27 日現在）
2013 年開催のアジア大会参加とユースコンボケーションへのユース派遣を
行アジア大会案内は、区ホームページに日本語案内がアップされております。Ｙサ・ユース事業主任よりのユー
スコンボケーション募集も同様です。
是非一人でも多くのワイズ・メネットの参加で、
岡野泰和次期アジア会長(大
阪土佐堀、現ファンド事業主任)のもと開催されますアジア大会を盛り上げ、故成瀬理事が提唱した 3 つのポイン
トのひとつ「国際」を実現しましょう。また、大会に合わせて開催されますユースコンボケーションを、多くの
若者が海外に目を向けるチャンスとして生かして頂きたいと思います。下村 明子Ｙサ・ユース事業主任より、
正式な推薦依頼文、推薦書が、近々 各部長、各クラブ会長宛に届く予定ですが、各部１名 西日本区として 10
名以上のメンバーを送りだし、故成瀬理事が重視した「若者」の育成を是非 はかりましょう。

第１６回西日本区大会の参加登録期間は、２月１日～４月３０日です。3 月 22 日現在の登録者数は、メンが 207
名、メネットが 40 名という状況です。大会一日目は、歴史上初となる 能楽堂での開催です。いつまでも思い出
として残るような大会にしようと、一同 細かい点に至る準備をすすめているところです。お早目のご登録、そし
て多数のご登録を心よりお待ちしています。何とぞ、宜しくお願い致します。
若松 芳弘 第 16 会西日本区大会実行委員長（四日市）

2012-2013 年度年次代議員会の公告
既に代議員の皆さまには、お知らせしましたが、下記の如く 2012-2013 年
度年次代議員会を開催します。出席義務者の方は、今より 予定下さいます様宜しくお願い致します。
日 時：2013 年６月 22 日（土）午前 10 時 30 分～11 時 30 分
会 場：ウェスティンナゴヤキャッスル 銀の間
東日本大震災復興支援絵はがき購入・販売協力のお願いほか
東日本区の北東部部長と北東部大震災復興担当委員長の連名で、
この支援はがき購入・販売協力のお願い文と、
申込書、実物の見本ハガキを各クラブ会長様宛に送らせて頂きました。各クラブでとりまとめ、多くのご協力を
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
また、仙台 YMCA が支援しています 福島県山元町のいちごの直販も４月 26 日まで
受け付けております。詳しくは、仙台 YMCA 東日本大震災支援対策室（ボランティ
ア）支援センター「いちごプロジェクト」022-222-7533 まで

第１６期献金集計報告
Ｙサ 1,953,720 円
ＣＳ 2,178,192 円
ＴＯＦ 2,415,021 円
ＦＦ 1,028,114 円
ＥＦ 112,800 円 ＲＢＭ 923,757 円 ＢＦ 2,025,577 円 東日本大震災復興支援金 1.919,962 円
（2013 年３月 29 日集計）
ご協力ありがとうございました。
メモリアルアワーの連絡をお願いします
ロゴの変更について
西日本区大会では、ご承知のように毎回、メモリアルアワーの時間が設けられています。今期、天に召された
ワイズ、メネットがおられるクラブは、写真と規定内の紹介文を、できるだけ早く 平野書記あてお送り下さい。
平野書記 メールアドレス yoshiro-h@nifty.com

メネット事業に関してのお知らせー「こころのケアを考える講習会」今後の予定
開催場所 （部）

開催日時

神戸ＹＭＣＡ三ノ宮
六甲部

北九州ＹＭＣＡ
九州部

２０１３年 ４月２０日（土）

２０１３年 ４月２７日（土）

YMCA 米子医療福祉専門学校 ２０１３年 ５月１１日（土）
瀬戸山陰部

登録方法

西神戸 YMCA・西田勉メール
tnishida@kobeymca.org
または TEL078-793--7402 FAX078-793-7470
北九州クラブ 松田四治メール
13：00～
shiji_max001@yahoo.co.jp
17：00
TEL0930-33-4873
Mob080-3314-8992
未定
※ 原則として、専門学校生を対象として
開かれるものです。
野村 靖子メネット事業主任（名古屋東海）
13：00～
17：00

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

