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“こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく”

「響き合い、ともに歩む」　Walk Together, Echoing Each Other.　
「言葉より行動を」　Talk Less, Do More.　
「未来を始めよう、今すぐに」　Start Future Now.

「響き合い、ともに歩む」　Walk Together, Echoing Each Other.
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「未来を始めよう、今すぐに」　Start Future Now.　

　ようやく、私のこの一年間の理事活動の締めを迎える
ことができました。一年の間には西日本区事業の進め方
に修正・釈明することなどもありましたが、私なりの想いを
込めてこの一年間の理事活動を進めてこられたと思っ
ています。その集大成が、こころ豊かに「交・響・楽」を奏
でた西日本区大会でありました。私なりに理事活動を進
めてこられたのも、西日本区のみなさまのお力添えのお
蔭と感謝しています。有難うございました。
　ワイズメンズ運動は、ワイズメンひとり一人がそれぞれ
の持つ力を発揮してワイズ活動に励む、これにワイズの
仲間が響き合い、ともに歩むとき、その力が大きく増し広
がってゆくとともに、ワイズメンズ運動の根幹をなすワイズ
スピリットを次世代につないでゆくことができます。このよう
な想いをもって、私は、私の理事期における理事活動の
主題を「響き合い、ともに歩む－こころ豊かにワイズ活動
を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく－」とし、今期の
理事活動を進めてまいりました。
　今期はファンド事業を交流事業に合体させるとともに
広報事業を継続性のある委員会制度とした５事業１委
員会制度に基づき事業活動を進めてゆくスタートの年
でありました。交流事業とファンド事業を合体した国際・
交流事業については、これまでの２つの事業活動の経

At last I have successfully concluded a one-year term 
of my office as Regional Director of the Japan West 
Region. Although I was obliged to modify one of the 
projects of the JWR and make excuses for the 
modification at some point in the course of my service 
year, I have managed to proceed with the projects 
with my firm conviction. My term of office culminated 
in the 18th Japan West Regional Convention, which 
wholeheartedly welcomed all its participants with the 
slogan of “Mingling, Empathizing, and Enjoying.”　
Thanks to the dedication of all the members and their 
menettes in the JWR, I was able to accomplish my job 
as its RD. I truly appreciate your support and 
cooperation.
When each member of Y’s Men International 
exercises his or her ability to the fullest in 
participating in our programs and projects and walks 
together, echoing each other, our power will be 
amplified and the core spirit of the Y’s movement can 
be handed down to the up-coming generation. With the 
above mentioned conviction in my mind, I came up 
with the theme of “To walk together, echoing each 
other－Promote the Y’s movement thoughtfully and 
hand down the Y’s spirit” and carried out the projects 
of this service year.
This was the first year in which Fund Service 
Program and Exchange Service Program were 
combined to form one of the five Service Programs to 
carry out our movements efficiently. At the same time, 
Public Relations Program was reorganized from a 
single-year entity into a standing committee for the 
same purpose. As regards International & Exchange 
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験を生かしながら活動を展開してゆけることが確認でき
ました。国際新事業「STEP For All」はTOF事業の支
援・理解を意図しての事業であることから、TOF事業を
管轄する地域奉仕・環境事業部門が担当することにな
りました。
　会員数の増強は毎期の大きな課題であります。今期
も、新会員の加入が結構あったものの、退会者数もそこ
そこあったため、会員数の大きな増加は望めませんでし
た。会員の退会を防ぐ工夫も極めて大事であります。会
員数増強に向けて立ち上げられた西日本区２０００推
進チームは、実質８年間に及ぶその働きを、各部ごとの
会員増強組織に委ねることとなったため、今期をもって
その活動を閉じました。
　理事ＧＯＡＬを目標とする献金は、みなさま方のご協
力により、ほぼ目標どおりの成績を上げることができまし
た。ただ、東日本大震災被災支援に向けての献金につ
いては年度末でようやく目標額に達した次第です。現
在、ＹＭＣＡ東山荘１００年募金とネパール大地震被災
支援募金については、日本ＹＭＣＡ同盟からの呼び掛
けが引き続きなされています。
　私たちワイズにとって、若者のユースコンボケーション
への派遣などのユース支援活動は、若者に彼らが大き
く育つ機会を得させるものとして、他に誇れるワイズ活動
であります。そして、このことを通じて彼らが将来、ワイズ
メンとなって、我々の活動をつないでくれるようになること
は、私たちワイズメンの願いでもあります。ワイズメンが
ユースたちの活動を良く理解してユース活動を力強く支
援する、ワイズメンのこの支援活動を通じてユースたち
がワイズメンの働きを身近で知る、そして、ユースたちが
将来のワイズメンとなる機会が生まれる、のであります。
　西日本区は、今期、ユースコンボケーション参加報告
会を持ち、私たちワイズメンのユース支援活動が、若者
を大きく育てる力強い活動であることの実感を共有でき
るようにしました。私たちワイズメンは、クラブ例会、部会、
区大会などの集まりにおいて、ユースと交わる機会を作
ることも大事であり、私の期（第１８期）の西日本区大会
では、ユース活動報告のプログラムと展示コーナーを設
けました。
　部会巡り、そして、西日本区各地の周年記念例会に
出席することで、都会から離れた地のクラブであっても、
地域との交わりがあって、地域におけるＹＭＣＡ運動を

Program, a hybrid of Fund Service Program and 
Exchange Service Program, I confirmed that the new 
program can be implemented by making the most of 
the past experiences in the previous ones. “STEP For 
All”, a new unified Global Project, has been 
incorporated into the TOF project in view of its nature 
of supporting and understanding TOF.
An increase in our membership was a major challenge 
this service year, too. We were not able to achieve a 
large increase in our membership this year, because a 
fairly large number of admissions was partly offset by 
an equally large number of withdrawals. It is of vital 
importance to somehow minimize the number of 
withdrawals. JWR 2000 Promotion Team whose 
purpose was to increase our membership was 
dissolved this year after eight years of its mission to 
be succeeded by the EMC bodies in the nine Districts 
of the JWR. 
In reference to the RD goals of donations, all of them 
except for the goal of donation to the Great East Japan 
Earthquake relief were reached as I had expected 
thanks to the contributions of all the Y’s men and 
Menettes in the JWR. The numerical target for the 
donation to the Great East Japan Earthquake relief 
was barely achieved toward the end of the service 
year. The National Council of YMCAs of Japan has 
been calling for a donation to the fund-raising 
campaigns for 100 anniversary of YMCA Tozanso 
International Youth Center as well as for the Great 
Nepal Earthquake relief 
For us Y’s men, the activities of supporting Y’s youths, 
such as sending them to the Youth Convocation are 
something we can be proud of, because they provide 
the youths with a great opportunity to help them 
grow into a full-fledged member of society. We also 
hope that they will become a member of the Y’s Men 
International and succeed to our movement in the 
future by taking advantage of the activities we provide 
them with. Y’s men clearly understand and strongly 
support the activities of Y’s youths, while the latter 
realize the movements of Y’s men by observing them 
at firsthand. Such an interaction will pave the way for 
their becoming a member of YMI in the future. 
The JWR held a briefing session by the participants in 
the Youth Convocation this service year, which helped 
us realize and share the fact that supportive activities 
for Y’s youths by Y’s men are forceful activities which 
can build him/her as a full-fledged member of society. 
In this sense it is of great importance for us Y’s men 
to have an opportunity to mingle with the youths in a 
gathering, such as a monthly club meeting, a district 
meeting, and/or a regional convention. In the 18 
Regional Convention of my term of office, therefore, 
we included the report of youth activities in its 
program, along with setting up a display section for 
the youth activities.
By attending district meetings and the anniversary 
celebrations of some clubs in different parts of the 
JWR, I came to realize that even the clubs away from 
major cities have close relations with their local 
communities and strongly support their local YMCA 

－ 2 －



みずからの力で力強く、そして、長年にわたり展開してい
ること、地域活性化の面でもワイズ活動を展開している
こと、そのような意味で、都会とは異なる面でのしっかりと
したワイズ運動を展開しておられることを知り、こころ強
く、そして、誇らしく思いました。
　多くの部において部会に併せてメネットアワーが持た
れ、本年度のメネット事業国内プロジェクトである「希少
難病患者の現状理解と支援」についての講演会が開
かれて、参加者に、世の目が届かなくて困窮している
人々がいることを知り、このようなマイノリティー問題の解
消に働きかけることも、ワイズメンズクラブの地域社会へ
の奉仕活動のひとつとなることを知って頂くことができま
した。部会などで寄せられた献金は希少難病研究への
支援に奉げられました。
　今期、岩国みなみクラブと東日本区もりおかクラブのＤ
ＢＣ締結に続けて、京都トップスクラブが、その２０周年
記念例会に先立ち、東日本区の沼津クラブとのＤＢＣ締
結式を持たれました。若いメンバーが数多くを占める京
都トップスクラブとベテランメンバーが多い沼津クラブと
のＤＢＣ締結は互いを力付ける好ましい組合せの例に
なると予想され、今後が楽しみであります。彦根クラブと
インド・ハイデラバードクラブのＩＢＣ提携５０周年記念特
別例会が彦根市で開催されました。
　今期の事業活動におけるトピックスとしては、①各クラ
ブから提出して頂いたＹサ事業報告から、クラブのみな
さまがＹＭＣＡサポートを大いに楽しんでいることが確認
できたこと、②各クラブで実践する地域奉仕活動を他ク
ラブも応援し、共有するために部単位で各クラブの活動
状況を報告する場を設けて、クラブ相互の情報共有を
図るようにしたこと、③台湾区の台北ダウンタウンクラブと
東日本区の十勝クラブのＩＢＣ締結において、この締結
実現のために西日本区に所属する京都ウエストクラブ
の働きが大きく貢献したこと、が挙げられます。
　終りに、西日本区のみなさま、私のこの一年間の理事
活動へのお力添え、そして、理事目標達成へのご献
金、誠に有難うございました。心から感謝申し上げます。

movements on their own over the years. I also 
realized that these clubs carry out their movements in 
order to revitalize the local communities. For these 
reasons, I was encouraged and are proud of the 
steadfast local Y’s movements different from their 
counterparts in major cities.
In many districts of the JWR, Menette Hour programs 
were also carried out along with the district meetings. 
Among them were lecture meetings of “The Support 
and Understanding of Rare-Disease Sufferers” which is 
Menettes’ domestic project of this service year. The 
lectures enlightened the participants on marginalized 
people in trouble, like rare-disease sufferers to whom 
little attention is paid in society. The lectures also 
helped the participants realize that working to solve a 
minority problem like this can also serve as a 
worthwhile community service project of Y’s Men’s 
clubs. The donations collected at the district meetings 
and other gatherings were contributed to some 
organizations which specialize in rare-diseases in 
support of their studies. 
In this service year Iwakuniminami Club in the JWR 
and Morioka Club in the JER established a DBC 
partnership. Prior to the memorial meeting of its 20th 
anniversary, Kyoto-Tops Club also established a DBC 
partnership with Numazu Club in the JER. We can 
expect much of the development of interactive and 
desirable DBC partnership between Kyoto-Tops and 
Numazu, because the former mainly consists of 
younger members, while the latter is mainly made up 
of senior members. Meanwhile, a special memorial 
meeting of the 50th anniversary of the establishment 
of an IBC partnership between Hikone Club and 
Hyderabad Club was held in Hikone City. 
Some other relevant topics of this service year are as 
follows: 
① YMCA Service reports submitted by each club 
proved that its members had been enjoying 
themselves by supporting local YMCA programs.
② In order to support the community service 
activities carried out by each club in  respective 
districts, they held a briefing session so that all the 
clubs in them can share the information about the 
activities of other clubs.
③Serving as a matchmaker, Kyoto West Club in the 
Japan West Region contributed greatly to the 
establishment of an IBC partnership between Taipei 
Downtown Club in the Taiwan Region and Tokachi 
Club in the Japan East Region 
In conclusion, let me express my heart-felt 
appreciation to all the Y’s men and Menettes in the 
JWR for your ardent support of my mission, as well as 
your untiring dedication to the achievement of my RD 
goals over the past year.
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ご あ い さ つ

あなたならできる！　
きっとできる

次期理事　遠藤　通寛
（大阪泉北）　　　　

未来をはじめよう　
今すぐに ！

直前理事　高瀬　稔彦
（岩国みなみ）　　

　表題の主題は、岡野 泰和アジア地域会長のアジア会
長主題であると同時に、京都で開催された第２６回アジア
地域大会の大会スローガンにもなりました。
　故成瀬晃三理事がヤングメンバーの育成と西日本区
を鼓舞する意図をもって招致されたアジア地域大会は、ワ
イズメンズクラブが健全な交友関係を創り出す世界的な
友好団体であることを、メンバーの皆様と地域社会に強く
アピールするすばらしい機会となりました。
　年齢の若いメンバーが各セクションの委員長やマー
シャルを務め、それぞれがかけがえのない経験と交友関

ワイズ諸兄の
良識に助けられて
書記　三牧　勉　　　　　　　　　　
　　　　　　　　（大阪茨木）　

　昨年７月、未経験からくる不安で長く感じた１年間も、
任期を終えた今、振り返れば短かかったなと感じる、自分
の身勝手さに半ばあきれるこの頃です。
　松本武彦理事を支えるのが書記で、内閣官房長官み
たいな存在です。しかし、予想しない出来事も次 と々起こ
り、対応に時間がかかったり、過去の例に疎いために調
整に手間取ったりと、必ずしもスムーズに事が運べたわけ

係を育むことができました。
　けれどもその効果は残念ながら一部に留まってしまった
感が否めません。時間的にあるいは距離的に費用面でも
制約はあったかもしれませんが、開催地となった京都部以
外への波及効果が小さかったことはたいへん残念でなり
ませんし、直前理事として責任を果たせなかったことを痛
感しております。
　部会においても西日本区大会においても、参加者の顔
ぶれにあまり変化がないことをたいへん残念に思います。
旧交を温めることも非常にたいせつなことですが、一方で
わたしたちの使命は、共に働く仲間を増やし、次の世紀を
支える人を育てていくことです。この感動を共有することこ
そがワイズ人生をはじめる第一歩です。共に働く仲間を増
やしてこそ、すばらしいＹＭＣＡ運動とワイズ運動を後世に
引き継いでいくことが可能になるのです。
　西日本区においても本年度は３クラブが消滅し、会員
減少が一層深刻さを増しつつあります。クラブをどうしたら
活性化できるのか、皆様がいま本気にならなければ、この
退潮をくい止めることができません。クラブでも部評議会に
おいてもあるいは西日本区役員会や西日本区大会でも、
みんなで集まった時に情報交換したり、討論する時間が
必要なのではないでしょうか。
　『未来をはじめよう　今すぐに』今行動を起こさなけれ
ば 20 年後にワイズは消滅しているかもしれません。
　直前理事として、松本武彦理事を傍らでお支えし、一
年間の務めを無事に終えることができましたことを会員の
皆様に心から御礼申し上げます。

　理事として７月よりスタートいたします。船で例えると昨
年の１０月の次期役員研修会で船が完成し、クルーが乗
り込み、それから目標をしっかり定め、羅針盤を見ながら
（現代ならGPS）目標に向かって出航です。８３クラブの
船長（会長）と役員の皆様で丸１年の船旅です。
　西日本区の役職では広報事業主任、地域奉仕・環境
事業主任、２０００推進チーム、LD 委員、組織検討・安
全対策委員、阪和部部長をさせていただきました。その
都度、沢山のワイズの方 と々お会いし、交流することで気
づきを得ることが出来ました。全ての役職を経験して、皆
様にお伝えしなければならないところですが、研修を終え
た各事業主任が各部長の皆様を通じて、それぞれの事
業についてお知らせすることになります。
　私たち西日本区は、世界のワイズメンズ活動に大きな
影響力を持ちます。それぞれのメンバーの皆様がご自分
で出来ることをする。そして夢をもって活動する。きっとあ
なたなら実現できます。松本武彦理事はじめ役員の皆様
の働きを引継ぎ、次々期の岩本悟期まで８３クラブの船団
の皆様とともに目標の実現に向かって邁進しましょう。
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ではありませんでした。会員諸兄に不安と混乱を生じさせ
ないため、何とか納得してもらえる措置を迅速にとること
が求められるのが執行部です。
　「知らない」ことが迷いの原因になり、対応の遅れを生
みます。私のいた市議会には、過去の事態にどう対応し
たかをまとめた「先例集」という本がありました。自分の知
識・経験の乏しさを棚に上げるつもりはありませんが、任期
１年しかない我々にとって事例集・先例集があったらずい
ぶん助かるのになと、痛切に思いました。
　特に３～６月の忙しさは殺人的と言えるものでした。４つ
～５つもの案件の同時進行は齢 70 歳には過酷で、思い
どおりにならず、苛立ちを抑えるのに苦労しました。とはい
え曲がりなりにも何とか終えられ、その「悪運の強さ」に変
な自信さえ持った１年間でした。
　しかし、これは決して「運」で片付けられるものではなく、
先輩諸兄や同僚諸氏、また事務所等の助力あってのこ
とです。特に、メネット事業の新聞掲載問題では、理事とと
もに即座に行動し対応したとはいえ、11 月の役員会では
ハラをくくりかけたこともありました。しかし、役員会での時
間をかけた議論の末、全て満足とはいきませんでしたが、

「良識」ある結論が導き出されたことは、ワイズメンという
組織の熟成を感じさせてくれました。
　書記としての自己評価は、自信を持ってやれたのは議
事録作成ぐらいのもので、細かい点では多くの不十分さ
があったと自戒しています。しかし、決定的なミスもなく終え
ることができたことに、厚かましくも「まあまあ合格！」の甘い
点をつけさせてください。
　「また催促か」「ほんまうるさい書記やな」と思われた皆
様、もう催促しませんのでご安心を……。感謝！

決算書作成事務に
最後まで悪戦苦闘

会計　豊島　正利（大阪）

　会計の仕事は、日常の区会計に係る収支の把握と処
理が主なもので、そのうち役員会・研修会・事業委員会
等の参加者に対する旅費交通費の支給については、
注意深く計算等を進め、大した問題もなく処理できました。
しかし、最大の問題は、４月の役員会に提出される中間
決算書の作成と、毎年７月中旬の合同財務委員会で本
決算書をまとめ財政監事の監査を受けるという、決算事

務処理でした。
　私はこの１年の特徴として、区報第２号でも２つの点
を挙げました。１つは、西日本区事務所の体制が変わり、
共に仕事に慣れ、習熟度を上げていく最初の年となって
いたことです。２つ目は、今夏７月31日～８月２日開催の
アジア地域大会（京都）に伴い、西日本区としてアジア
ユースコンボケーション（AYC）参加者の登録費支援と
タイムリーな事務処理が求められたことです。
　ここでは１番目の西日本区事務所の体制変更と会計
事務処理を取り上げます。体制変更時にはよくあること
ですが、不幸にも中間決算書作成の際、パソコンの不
具合をはじめ、事務所業務の引継ぎにおけるちょっとし
た理解のズレや不慣れなどから、作業がスムーズに進ま
ない事態を生じました。結局、事務所の前任者や他の
先輩ワイズの手も借りて、やっと４月の第３回役員会に提
出することができました。
　そこで、現状把握と改善を次年度にお願いせざるを
得ないのはまことに恐縮ですが、決算書作成に関連す
る西日本区事務所と西日本区会計について問題点と
課題を挙げておきたいと思います。
①西日本区事務所内の業務分析：ジョブアサイメント
　どんな仕事があるのか、洗い出しの不足が見受けら
れる（５月８日の拡大財務委員会でも明確な答えが引き
出せませんでした）。
②どのような分担で仕事を割り振るのか
　西日本区事務所の決算書作成補助と西日本区会計
の仕事の分担について相互の理解・連携が不十分。
③誰が誰に報告し、承認を受け、誰が執行するのか
　資金移動の承認とその執行について、どのようなプロ
セスで処理されるのか（数百万円に達する海外への送
金、貸付金の執行等に関して、その時期やどの口座或
いは定期預金から取り崩して送金するか）について整
理がし切れませんでした。
④中間決算書の作成
　諸般の事情はあるにせよ、決算事務がスムーズに進
まなかったことは残念です。研修の機会を至急もつよう
にと提案を頂きましたが、混乱したさなか、日程や時間の
関係で開催できませんでした。代替策として、連休明け
の５月８日に、理事事務局長、西日本区書記、西日本区
事務所職員を含む臨時拡大財務委員会を開催し、問
題点について話し合いました。
　最も大切な日常の入出金は、毎回の財務委員会で確
実・詳細に把握し処理していました。しかし、決算書作成
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松本丸への感謝と労い

行政監事　浅岡　徹夫
（近江八幡）　　　　

西日本区財政監事
退任にあたり

財政監事 　仁科　保雄
（京都キャピタル）　

　６月１４日に行われた理事引き継ぎ式で、松本武彦第
１８代西日本区理事が遠藤通寛第１９代西日本区理事
に引き継がれる場面を目前にして、万感の思いが込み上
げてきたのは私だけではないと思う。松本理事ご自身は
勿論、公私にこれまで理事を支えてこられた奥様、理事キャ
ビネット、そして全ての役員の皆様、本当にお疲れ様でし
た。
　松本理事はそのご年齢を忘れさせるようなバイタリティ
と行動力で、様 な々課題に取り組まれてこられた。今年度
から導入された事業主任制度の変更では、これまでのファ
ンド事業と交流事業に代わり、国際・交流事業が新設さ
れた。また広報事業が常置委員会として長期的視点で
取り組むことになった。何れもまだこれから魂を入れ、充実
させて行く必要はあると思うが、西日本区として大きな変
革に挑んだ年であった。また今年７月３１日から開催される、
アジア地域大会についても西日本区大会と併せて、その
開催準備にさぞ心を砕かれたことと思う。メネット事業とし
て取り組まれた「希少難病患者支援」について思いがけ
ない問題が発生しその対応に苦慮されたが、関係者の
努力で当初からの目標に向かって支援の手を差し伸べる
ことが出来た。松本理事期で西日本区事務所の体制が
大きく様変わりしたことも課題の一つであった。新しい事務
所がより効率的・効果的に運用されるよう引き続き関係者

　財政監事退任にあたり西日本区ワイズメンの皆様、6
年の長期にわたりご一緒した各期役員の皆様、そしてご
助力いただいた私の理事期の三役、理事事務局、メネット
の皆様の惜しみないご協力とご指導、ご支援に心より感
謝とお礼を申し上げます。
　そして忘れてはならないのは、我が京都キャピタルクラ
ブの強力な支援体制でした。
　西日本区役員の締めくくりとして財政監事を務めさせて
戴きました。退任にあたり西日本区の発展を願いつつ思い
を文章にいたしました。
　私にとって大切な 6 年間は、次期理事から始まり理事、
直前理事、突然ご逝去された成瀬晃三氏の代役を含め
行政監事を2年、そして財政監事を務めさせて戴きました。
思い返せば長いように思えて仕方がなかった 6 年間です
が、今、退任の時にふと、この長い日々 があっという間のこ
とに思えています。
　私の理事期には、思いもよらない大災害が東日本を襲
いました。丁度西日本区役員会の前日でした。テレビから
は大惨事の画像が映し出され、目を覆いたくなるような場
面の連続でした。私たちは奉仕クラブに属しています。こ
んな時に何ができるのか、大災害に対する奉仕活動の原
点を本当に考えさせられる日の始まりでした。
　役員会では全ての事業活動を一時ストップし、救援活
動に徹することを全員一致で可決、西日本区全ての部に
各クラブを挙げて募金活動をして戴くようにお願いし、救
援物資も必要とされる物資をＹＭＣＡから指定された何
箇所かに分散し送付致しました。当時、私たちは気も動転
し、本当に全ての事がうまく機能したのか全く考える余裕
さえ無かったくらいでした。義援金については日本ＹＭＣＡ

については、習熟度と連携が十分でなかったと反省せ
ざるを得ません。それまでは、長年勤務していた職員が、
会計や財務委員会との連携のもと、経験で培った能力
を発揮して無事にこなしてきました。しかし今期は、移行
期に生じがちな不安定さもあって、チームプレーとしてス
ムーズに遂行し切れなかったと考えられます。
　この１年間を振り返って、西日本区会計としては、残念
ながら混乱のうちに任期が終わってしまいました。最終
責任は私にあり、大いに反省するところです。関係各位
にご心配をおかけしましたが、反面、心温かなご支援も
頂きました。このことに衷心から感謝を申し上げます。こ
れを奇禍として、次期にはスムーズな事務処理が行われ
ることを期待します。

の努力を期待したい。
　既に９つの部会も全て成功裡に開催され、各々の事業
目標も概ね順調に達成されており、堂 と々遠藤丸にバトン
を渡すことが出来た。松本丸の皆様のこれまでのお働き
に対して心から感謝を申し上げるとともに、お身体の健康
に十分ご留意いただき、ワイズダム発展のためにこれから
も一緒に頑張りましょう。
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同盟の連絡主事に西日本区の義援金は全て責任をもっ
てお預かりいただき、必要とされる各地の被災地にお渡し
戴くようにお願いしました。私たちが取り扱うより、より有効に
お渡し願えるものと思ったからです。
　この惨状を実際に自分の目で確かめるため、4 月初め
に松田俊彦東日本区理事とご一緒に車で仙台ＹＭＣＡ
に立ち寄り、どのような対処をされているのか確認し、また
海岸近くの悲惨な状況をつぶさに見て参りました。そして
一部ではありましたが仙台の海岸近くの災害の現状を動
画でインターネットに配信させて戴きました。
　月日もたち、災害の救援も軌道に乗ると同時に、西日本
区の各事業も完全に復帰するようにお願いし、皆様のご
協力のお蔭で最初の計画通り実行され、見事に遂行され
ました。この期に予定されておりました「第 14 回西日本区
大会」も開催か否かを討議いたしました。当初、躊躇いも
ありましたが、皆さんの強い意志でこんな時だからこそや
るべき、と背中を押して戴き決行することとなりました。１千
名ものメンバーやメネット様のご出席を戴いた会場を目の
当たりにして、この大会が如何に私たちを元気づけて戴
いたことか、やはり大会を挙行してよかったと涙が溢れまし
た。私のみならず大会にご協力戴いた役員の皆様のお
気持ちが心に伝わる本当に素晴らしい大会となりました。
西日本区は大丈夫、これからも元気を出して東日本の被
災地を応援しながら、前を見て進んでいけると確信いたし
ました。
　理事期を終わり、一時の休息時間をいただきましたが
監事職を仰せつかり、先に述べました現職の成瀬理事の
ご逝去により行政監事職を２年務めました。その間、少し
メンバー数は減少致しましたが、各事業においては素晴

らしい成果を上げて戴きました。監事 3 年目は財政監事と
して、西日本区会計より提出された中間決算報告、年次
決算報告を監査いたしました。豊島正利会計より、周到な
ご準備により縷 ご々説明をお聞きし、帳簿類の精査をさせ
て戴きました結果、適正であることを確認いたしました。た
だ、今期は事務所の人員刷新があり、西日本区事務所と
理事事務局間で職務内容について、少々の思い違いが
発生し、お互いにご苦労が生じたことは歪めません。私が
必要に感じたことは、事務所に業務日誌の記載義務がな
かったことです。これさえ正確に整理され、的確な記載が
あれば、引継ぎをした事務所においても、理事キャビネット
に関しても不明瞭で分からないことがあれば、業務日誌を
一読すれば、その時期ごとの必要書類や提出に必要な
事柄を認識でき、夫々の質問にも答えがすぐに見つかる
ものと思います。ただ今までの事務所の人員では多忙を
極め、そこに至らなかったものと思います。これから事務所
として完全に機能しようとするならば、最低 2 名の人員が
必要であろうと思います。今期、財務委員会および事務所
職員が苦労された要因は、処理の仕方に慣れない事項
が出てしまったと察します。決算監査時に感じたところで
は、色々な要因により、かなり苦労されているなと感じざる
を得なかったところが事実です。区役員の任期は 1 年で
す。西日本区の種々の事務処理や連絡は事務所に負う
ところが多いと思います。これから区役員会で事務所の
在り方をしっかり考え、誰が区役員・事務職員に就任しよ
うとも、理解しやすい説明ができるよう準備や設備が必要
と思われました。
　財務処理を担当して下さった方々、ご協力いただきまし
た皆様に感謝申し上げます。

エルマー・クロウ賞
おめでとうございます

　2015 年 7月31～ 8月2 日にかけて京都で開催された第 26 回アジ
ア地域大会において、任期中に傑出した働きをされた優秀な部長に贈
られる国際賞に、西日本区から亀浦正行直前九州部部長（熊本にしク
ラブ）が選ばれ、この大会にてご夫妻が登壇され、岡野泰和直前アジ
ア地域会長から表彰盾が手渡されました。
　亀浦正行ワイズは 2016-2017 年度岩本悟期の西日本区書記に就任
され、部長退任後もいつもの笑顔を絶やさず忙しくご活躍されておら
れます。
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国際議員、アジア地域会長の
任期を終えて

アジア地域会長・国際議員　岡野　泰和
（大阪土佐堀）

国際議員報告

Start Future Now! 　
未来を始めよう、今すぐに

　2015 年 6 月末をもって 2012 年度からの国際議員、
2013 年度からのアジア地域会長としてのそれぞれの任
期を終えることができました。在任中は西日本区の歴代
理事、役員の方々をはじめ多くの諸先輩方からのご指
導、ご支援を賜り、西日本区のメンバーのみなさまのお支
えのおかげをもちまして無事に任務を終えることができま
した。至らないことばかりで、多くの方々にご迷惑とご心
配をおかけしたことをあらためてお詫び申し上げますとと
もに、温かいご助言をいただきお支えいただいたみなさ
まに心より感謝申し上げます。本当にありがとうございま
した。
　国際議会やアジア地域での役割を与えられ、国内外
の多くのワイズメンと共に奉仕する機会を得られましたこ
とは私にとって生涯の貴重な経験となりました。また、あ
らためて国際協会で長年西日本区の果たしてきた役割
や、様々なプログラムでの多大なる貢献を再度認識する
ことができました。国際協会ではその長い歴史のなかで

日本のワイズ、東日本区と西日本区が果たしてきた貢献
に対して高く評価されています。そして日本のワイズ運動
が世界のワイズ運動の模範となるべく、さらに一層のリー
ダーシップが求められていることを強く実感しました。日本
のワイズ運動は常にその本質をしっかり見据えながら、
YMCA のサポート組織として、地域での独自の奉仕活
動を怠ることなく発展してきました。奉仕活動を通じたメ
ンバー同士相互の親睦と研鑽はさらに社会での役割を
より豊かに果たす多くの社会人を育成してきました。とく
に YMCAを通じて若い世代の人材育成に果たしてき
た役割は大変大きいと思います。
　2015 年 7 月 31 日から 8 月 2 日に開催された第 26
回アジア地域大会ではアジア各国のみならず国際の 9
地域からユースコンボケーションの参加者 48 名を含め
て 962 人の方々が京都に集いました。そしてこの大会
に参加した国際役員をはじめ多くの海外からのワイズメ
ンが一様に日本のワイズメンの働きを高く評価されまし
た。京都部の各クラブを中心とした大会実行委員会と
東日本区、西日本区が協働しておもてなしの精神を遺憾
無く発揮していただいたマーシャルのみなさんのご活躍
により大会は大成功裡に終えることができました。Start 
Future Now のテーマのもと、大会全体を通じて綿密
な準備と細部に亘る心のこもったおもてなしは、世界から
集ったワイズメンの交流と親睦をより一層深めることがで
きました。テーマ通り次の時代を担う若い力の結集が輝
いた大会となりました。多くの方々が感謝の言葉を残し、
それぞれの国へ帰られました。そして未来に向けて益々
日本のワイズ運動への期待が高まったと思います。
　アジアにおけるワイズ運動は今後より一層 YMCAと
の協働を深め、ユース支援を柱に新しい地域での働き
を発展させていきます。どうかこれからもアジア地域と国
際協会へご協力いただき世界に誇る日本のワイズ運動
を益々発展させていただきますよう心よりお願い申し上げ
ます。
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日本YMCA同盟から日本YMCA同盟から

『響き合い、共に歩む』心で、
世界を平和に！

日本ＹＭＣＡ同盟総主事　島田  茂
（東京サンライズ）

更にユースと共に

日本YMCA同盟連絡主事　山根一毅
（東京北）

　2014-2015年度期、松本武彦理事をはじめ、キャビネッ
ト・役員のみなさま、そして西日本区ワイズメンズクラブ
に連なる全ての皆様より、多大なるご支援を賜りましたこ
とを、心より感謝申し上げます。
　さて、私は昨年度の区報 3 号に「ユースの支援を柱
に」と題してご挨拶をさせていただきました。その中で、
ユースや子ども達の成長という目には見えにくい取り組
みに対し、ワイズこそがその価値を認め、協働してくださ
る方々であると書かせて頂いていますが、松本理事期
には、それが更に前進を続けているように思っています。
西日本区役員会では、部長の皆様からの発言に「ユー
ス」という言葉が更に頻繁に出てくるようになりました。

　松本武彦理事の昨年一年間のお支えに、心から感
謝申し上げます。松本理事は、就任時にＹＭＣＡを支え
る働きの大切さを熱く語られ、その言葉が心に強く響きま
した。オールジャパンＹＭＣＡ中期計画の一年目というこ
ともあり、理事の言葉に力を頂いたことを想いだします。
　さて、9 月7日～ 11日第 19 回アジア・太平洋ＹＭＣＡ
大会が韓国大田で開催されましたが、それに先立ち、4
日～ 6日北朝鮮との国境線ＤＭＺ非武装地帯にある鉄
原で、韓国ＹＭＣＡ連盟国境平和学校主催の国際平
和会議が開催され出席しました。この会議には、世界Ｙ
ＭＣＡ同盟会長ピーター・ポスナー氏を始め、アジア太平
洋ＹＭＣＡ同盟の役員、各国ＹＭＣＡ総主事、ＹＷＣＡ、
市民団体、鉄原市長等地域の行政府の役人等、約 50
名が出席しました。8 月には、南北の衝突もあり、国境線
では軍隊の警備の緊迫を想像していましたが、穏やか
で平穏な雰囲気でした。

　国際平和会議では、「朝鮮半島と東アジアの平和づく
り−地域のコミュニティとＡＰＡＹ（アジア・太平洋ＹＭＣＡ
同盟）の役割」というテーマで話し合いがされました。基
調講演は、韓国ＹＭＣＡがアジア・太平洋、そして、世界
のＹＭＣＡと協働し、南北朝鮮の統一と平和のためにで
きる活動が提言されました。
　国境平和学校は、2013 年から韓国ＹＭＣＡ連盟平
和生命センターが中心となり、韓国政府の協力のもとで、
ＤＭＺ平和センターで南北朝鮮の平和統一と和解の研
究のために開講されています。ＹＭＣＡの校長と教授陣、
学生は、毎日国境のソイ山に登り平和の祈りを捧げてい
ます。ベルリンの壁が崩壊するように、南北朝鮮統一が

果たされるという希望があります。
　第 19 回アジア・太平洋ＹＭＣＡ大会では、23ヶ国
366 人が参加し、日本からは 31 名（内ユース 17 名）が
参加しました。今回は、山田公平ＡＰＡＹ総主事（日本Ｙ
ＭＣＡ同盟前総主事）の最終期の大会となり、次期総
主事には韓国ＹＭＣＡ連盟総主事ナン・ブウォン氏が指
名されました。会長には、バングラディシュＹＭＣＡ会長
で現ＡＰＡＹ副会長のバブー・ゴメス氏が選挙の結果選
出され、東北アジア地域の副会長に日本ＹＭＣＡ同盟
理事の長尾ひろみワイズが選ばれました。山田公平氏
は、7 年間にわたりＡＰＡＹの総主事としてアジア・太平
洋地域のユースの育成とＹＭＣＡの運動強化のために
尽力されました。
　ＹＭＣＡは、ワイズメンズクラブと協働し、ユースの全
人的な育成と世界のネットワークを通して、世界の平和
の実現に貢献しています。ＹＭＣＡ国際青少年研修セン
ター東山荘は、100 年にわたり、グローバルリーダーとし
ての青少年を育んできました。東山荘は、10 月からいよ
いよ新本館の建設がスタートしました。西日本区の皆様
のお支えに深く感謝すると共に、今後もお支え下さいま
すよう、切にお願い申し上げます。
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そして、ユースコンボケーションへのＹＭＣＡリーダーや
スタッフの参加。何より極めつけは、区大会に大阪ＹＭ
ＣＡのユースたちがプログラム報告や東ティモールコー
ヒーの紹介、アジアのユース会長を務める広島ＹＭＣＡ
のスタッフの沖麻美さんのスピーチなど、部分的である
にせよユースが参画をする大会であったことは大きな
前進であると感じました。
　ワイズメンズクラブのメンバーとしてユースを迎え入れ
ることは、なかなか難しいことであろうと思います。しかし
ながら、ユースが共に集える場、共に担える場をつくるこ

とには、もっと大きな可能性があるのではないでしょうか。
今期の取り組みが、それを象徴的に示してくれていたよ
うに思います。
　私たちは日々の時間を重ねながら、少しずつ老いて
いきます。一方、これからも永遠に続く子ども・若者という
世代には無限大の希望があり、老いる者にもその希望
を共に夢見る権利と、そのために彼らを支える義務が
与えられています。ＹＭＣＡとワイズ、共にそのような社会
を実現していきたいと願います。

宮古でのプール指導を子ども達も楽しみにしています

石巻でもプール指導が継続しています

石巻の高校生がアメリカを訪ねました

仙台では被災地の子ども達をキャンプに招いています
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Ⅰ　経常会計

2015年6月30日現在

科  目 内　容 金  額 科  目 内　容 金  額

理事事務局 521,099 アジア大会臨時負担金 3,000
区事務所 11,227 CS資金 5,430,345

FF資金 2,851,200
木川東郵便局 8,299,615 JWF献金 406,800
郵便振替口座 1,531,041 エクステンション資金 594,747

普通預金 三菱東京UFJ　大阪 6,459,991

大阪信用金庫 2,018,161 STEP 100,000
三菱東京UFJ　大阪 5,051,187 事務所ドメイン移設費 100,440

仮払金 次期理事事務局 2,000,000 仮受金 前年度繰越金より 2,000,000

繰越金（日本円） 14,405,789
合  計 25,892,321 合  計 25,892,321

前年度繰越金 0
当年度換金額 0
ＥＦ献金 0.00

当年度受取利息 0.03
収入　計 0.03

地域会費　アジアへ送金 0.00
ＡＳＦ　国際へ送金 0
ＢＦ　国際へ送金 0
ＴＯＦ　国際へ送金 0
EF  国際へ送金 0.00
メネット事業　国際へ送金 0

支出　計 0.00
差引　残高 0.03

ドル預金の収支計算書（単位：ドル）

2014～2015年度　西日本区会計　経常会計収支計算書
（2014年7月1日～2015年6月30日　１２カ月間）

西日本区会計　　豊島　正利

貸借対照表　

借  方　　 貸  方

現金

郵便貯金

定期預金

預り金（特別会計）

未払い金

貸借対照表

2014〜 2015 年度　西日本区会計　経常会計収支報告書

2015年6月30日現在
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収入の部　　
項　　　目 予　算　額 実　行　額 進捗率 差　　額

西日本区会費 22,965,000 22,537,500 98.14% -427,500
連絡主事会費 312,000 312,000 100.00% 0
特別メネット会費 312,000 352,000 112.82% 40,000
前期入会者区費 375,000 0 0.00% -375,000
区大会支援金 874,000 857,500 98.11% -16,500
入会金 620,000 638,000 102.90% 18,000
加盟金 48,000 0 0.00% -48,000
名簿売上 3,040,000 2,963,100 97.47% -76,900
役員会登録料 2,100,000 1,604,000 76.38% -496,000
研修会参加負担料 3,900,000 3,184,000 81.64% -716,000
Ｅメ－ル使用料 32,000 26,000 81.25% -6,000
ＹＥＳ御祝金 40,000 0 0.00% -40,000
預金利息 0 4,347 4,347
雑収入 50,000 242,820 485.64% 192,820

当年度収入計 34,668,000 32,721,267 94.38% -1,946,733
前年度繰越金 16,353,159 14,554,190 89.00% -1,798,969

合　　　計 51,021,159 47,275,457 92.66% -3,745,702

支出の部
項　　　目 予　算　額 実　行　額 進捗率 差　　額

国際会費 6,757,800 6,665,925 98.64% -91,875
地域会費 708,000 716,918 101.26% 8,918
国際加盟金 48,000 0 0.00%
代議員会旅費 1,100,000 591,000 53.73% -509,000
理事費 220,000 220,000 100.00% 0
事務局役員費 120,000 120,000 100.00% 0
事業主任費 200,000 200,000 100.00% 0
監事費 40,000 40,000 100.00% 0
部長費 360,000 360,000 100.00% 0
委員会会議費 105,000 23,000 21.90% -82,000
広報関係費 2,300,000 2,626,020 114.17% 326,020
部活動・メネット支援費 1,214,000 1,208,200 99.52% -5,800
クラブ設立祝金 200,000 0 0.00% -200,000
区大会支援金 874,000 857,500 98.11% -16,500
区事務所運営費 2,666,320 2,581,051 96.80% -85,269
区事務所賃借費 1,440,000 1,418,371 98.50% -21,629
会議費 400,000 155,265 38.82% -244,735
旅費交通費 2,600,000 2,183,430 83.98% -416,570
通信費手数料 844,200 600,253 71.10% -243,947
印刷費 500,000 600,316 120.06% 100,316
理事事務局費 120,000 11,348 9.46% -108,652
備品購入費 680,000 514,455 75.66% -165,545
名簿作成費 2,764,800 2,916,702 105.49% 151,902
役員会費用 2,100,000 1,948,910 92.81% -151,090
研修会費用 3,900,000 4,077,588 104.55% 177,588
事業費　＊別紙 2,340,000 1,978,379 84.55% -361,621
未払金 0 200,440 200,440
雑　費 20,000 54,597 272.99% 34,597

当年度支出計 34,622,120 32,869,668 94.94% -1,752,452
次年度繰越金 18,072,039 14,405,789 79.71% -3,666,250

合　　　計 52,694,159 47,275,457 89.72% -5,418,702

　期間：2014年7月1日～2015年6月30日(12カ月間)

2014～2015年度　西日本区収支計算書　

2015年6月30日現在

2014〜 2015 年度　西日本区収支計算書

2015年6月30日現在
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収　入
項　　目 予算額 実行額 進捗率 差　額

Ｙサ・ＡＳＦ献金 2,800,000 2,692,500 96.16% -107,500

ＴＯＦ献金 1,740,000 2,241,470 128.82% 501,470

（ＣＳ献金） 2,300,000 2,212,207 96.18% 特別会計へ

（ＦＦ献金） 1,000,000 1,086,896 108.69% 特別会計へ

ＢＦ献金-現金　 2,000,000 2,171,232 108.56% 171,232

ＢＦ献金-切手　 0 46,200 46,200

ＥＦ献金 120,000 935,992 779.99% 815,992

ＪＷＦ献金 400,000 406,800 101.70% 6,800

ＹＥＳ献金 250,000 306,180 122.47%

ＲＢＭ 1,140,000 830,822 72.88% -309,178

ネパール震災支援 0 205,041 205,041

広島水害支援金 0 109,666 109,666

東日本震災支援金 2,000,000 2,014,618 100.73% 14,618

アジア地域大会臨時負担金 1,663,000 1,663,000

合　　計 10,050,000 11,553,721 114.96% 1,503,721

支　出
項　　目 予算額 実行額 進捗率 差　額

Yサ・ユース事業費 2,800,000 3,027,677 108.13% 227,677

ＴＯＦ国際送金 1,740,000 2,241,470 128.82% 501,470

（ＣＳ支援金） 2,300,000 1,237,731 53.81% 特別会計へ

（ＦＦ支援金） 1,000,000 800,000 80.00% 特別会計へ

地域奉仕・環境事業費 100,000 2,900 2.90% -97,100

ＢＦ国際送金 2,000,000 2,217,432 110.87% 217,432

ＥＦ国際送金 120,000 935,992 779.99% 815,992

ファンド事業費 42,412 42,412

ＥＭＣ事業費 300,000 22,960 7.65% -277,040

国際・交流事業費 350,000 32,900 9.40% -317,100

広報事業費 410,000 194,400 47.41% -215,600

メネット事業費 580,000 388,600 67.00% -191,400

アジア地域大会臨時負担金 0 1,660,000 1,660,000

ＪＷＦ基金 400,000 406,800 101.70% 6,800

ＹＥＳ国際送金 250,000 306,180 122.47% 56,180

ＲＢＭ国際送金 1,140,000 830,822 72.88% -309,178

ネパール震災支援 0 205,041 205,041

広島水害支援金 0 109,666 109,666

東日本震災支援金 2,000,000 2,014,618 100.73% 14,618

共通経費(表彰費等) 600,000 959,030 159.84% 359,030

合　　計　 12,390,000 13,532,100 109.22% 1,142,100

収支差額 -2,340,000 -1,978,379
網掛け部分の金額は合計には加えない

事　　業　　費
期間：2014年7月1日～2015年6月３０日(1２カ月間)

2015年6月30日現在

事　業　費

2015年6月30日現在
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科　　目 金　額 科　　目 金　額 摘　　　要
前年度繰越金 27,158,103 普通預金 4,951,429 三菱東京ＵＦＪ　大阪

当年度献金収入 406,800 194,667 三井住友

受取利息 4,773 1,014,412 大阪信用金庫

定期預金 10,000,000 三菱東京ＵＦＪ　大阪

アジア地域大会貸付金 4,000,000 10,000,000 三井住友

残高証明手数料 -1,728 1,000,640 大阪信用金庫

当年度献金収入 406,800 通常会計

貸付未回収金 4,000,000 アジア地域大会貸付金

合　　計 31,567,948 合　　計 31,567,948

科　　目 金　額 科　　目 金  額 摘　　　要
前年度繰越金 492,783 普通預金 441,865 三菱東京ＵＦＪ　大阪（普）

AYC支援金 -51,000 現金 3,000 AYCキャンセル

預金利息 82

ユース支援金昨年度払い戻し 3,000

合　　計 444,865 合　　計 444,865

科　　目 金　額 科　　目 金  額 摘　　　要
新設（西日本区200０推進小委員会から） 594,747 普通預金 594,747 ゆうちょ銀行

合　　計 594,747 合　　計 594,747

ＣＳ活動支援金

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額 摘　　　要
繰越金 4,455,869 50,000 京都ZEROクラブ

332,431 アジアNDERF　2＄x1577

今年度献金 2,212,207 155,300 阪和部東北復興応援

500,000 ネパール地震災害支援

200,000 九州部チャリティー駅伝

収入合計　　 6,668,076 支出合計 1,237,731

収支差額繰越金 5,430,345

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額 摘　　　要
前年度繰越金 2,564,304 仙台YMCA国際ホテル専門学校支援 800,000 奨学金

今年度献金 1,086,896

収入合計 3,651,200 支出合計 800,000

収支差額繰越金 2,851,200

科　　　　目 金　　額 内　　　訳 金　　額 摘　　　要
アジア地域大会臨時負担金 1,663,000 アジア地域大会負担金（２０１４） 1,660,000

収入合計 1,663,000 支出合計 1,660,000

収支差額金 3,000 特別預り金計上

支援金

アジア地域大会支援金収支報告
収　　　　　入 支　　　　　出

　(内  前年度献金　1,076,688)

2015年6月30日現在

収　　　　　入 支　　　　　出

Ⅱ　ＪＷＦ基金　    

Ⅲ　大槻基金

収　　　　　入 支　　　　　出
ＦＦ（ファミリーファスト）献金

(内　前年度献金　2,407,448)

Ⅳ　エクステンション基金

2014〜2015　特別会計2014〜 2015 年度　特別会計
2015年6月30日現在
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事 業 活 動 報 告

YMCAサービス・ユース事業
主任を終えて
　

Yサ・ユース事業主任　藤本　義隆
　（阿蘇）　

　「主任お疲れ様、大変だったでしょ？」と、主任を終えて
多くの労いの言葉を頂きました。私の中では、「楽しかった」
と言う気持ちがとても強く残っています。
　2014 年 7 月～ 2015 年 6 月まで Y サ・ユース事業主
任として私なりに出来る事を精一杯させて頂きました。こ
の経験は、これまでの私にとってとても意味があるものに
なりました。区の役割や事業主任の責務、また全体の動
きなどとても勉強になりました。今後のワイズ活動に活かし
ていきたいと思います。また、事業主任になる1 年前の次
期主任の時から先輩主任の下村明子ワイズ、正野忠之
ワイズには、たくさん相談し、毎回素晴らしいアドバイスを
頂きました。2 人の力なくしては、今の私はありません。恩
返しの気持ちで、次は現の河合久美子Ｙサ・ユース事業
主任を支えていきたいと思います。
　松本武彦理事期での経験は、事業だけにとどまらず
出会いや学びを通して、私の中でのワイズスピリットに多く
の変化があり、自信となりました。会長や主査の経験はあ
りましたが、わからない事が多くある中でなんとなくやって
いる私がいました。しかし、事業主任は「わかりません」と
は言えません。ワイズ歴 8 年ほどの私には多くの支えがあ
りました。松本理事、三牧書記、豊島会計、事務局、区事
務所、部長や役員会のメンバー、他事業主任、事業委員
会メンバーの皆様感謝申し上げます。
　現在 31 歳、これからの若い人達のリーダーとして区や
部で活躍できるように、より一層精進致します。今後ともご
指導よろしくお願いします。

１年間ありがとうございました
（感謝をこめて）　
地域奉仕・環境事業主任　

渡壁　十郎　
（長浜）　

　私は主題として、「SHIFT」～変わろう～　副題「CS
活動を通して新しい可能性に挑戦しよう」メンバー１人ひと
りがワイズの主役として「奉仕」の精神をいかんなく発揮し、
働き・学び・楽しむことが出来る事業を精一杯やり遂げてい
くようにとスタートしました。
　振り返れば、「アッ」という間に１年が過ぎてしまった。あ
の時こうしておけば良かった、なぜできなかったのかと反
省の気持ちでいっぱいです。
＊９部会で事業方針をアピール
　・各クラブで実践する地域奉仕・環境事業を他クラブも
　 応援し共有する。
　・東日本大震災の復興状況を見つつ、状況にあった支
　 援の在り方を構築していく。
　・CS 資金や FF 献金の活用を図り、TOF 資金の理解
　 をもとめる。
＊献金年間報告
　・TOF 献金　　　2,241,470 円
　・CS 献金　　　　2,212,207 円
　・FF 献金　　　　1,086,896 円
　・RBM 献金　　　  830,822 円
＊CS 資金支援
　・西宮クラブ　盛岡 YMCA 宮古地域震災復興支援
　 事業の輪を拡げる活動　300,000 円
　・京都トゥービークラブ　ワイズデー 2014　150,000 円
　 京都ゼロクラブ
　・阪和部　東北復興支援　155,300 円
　・常任役員会　ネパール地震震災支援　500,000 円
　・九州部　チャリティ駅伝大会　200,000 円
＊FF 資金支援
　・常任役員会　仙台 YMCA 国際ホテル専門学校
　 奨学金　800,000 円
　一年間地域奉仕・環境事業にご理解、ご協力賜り誠に
有難うございました。今期の事業方針でもあります、東日
本大震災の復興支援とCS 活動を連動し、多くのクラブ
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の皆様が取り組んで頂き地域奉仕の素晴らしさを体感し、
伝統的に受け継がれている「みんなで現場へ出よう・みん
なで汗をかこう！」というボランティアスピリットこそが、誰か
の力になりたいという熱意が人の心を動かす―当然のこ
とですが、地域奉仕・環境事業活動に強くもとめられてい
ると思いました。
　大変多くの取り組みの中で松本理事をはじめキャビネッ
トの皆さん、とりわけ各部長の皆さん、主査の方々には、多
大なご苦労とご迷惑をおかけしました。この場をお借りし、
深く感謝し、心から厚く御礼申し上げます。

未来を見据えて
活動しよう

EMC 事業主任　河原　正浩　
（京都トップス）

１．事業主題
　ワイズで描こう未来予想図 2014（10 年 20 年後を見
据えて）
２．事業方針
①例会へのゲスト、ビジター多数参加の呼び掛け、合同

（他部）例会の開催、絶えずゲストを呼べる様な例会作
り、規律の・時間厳守・親睦の出来る例会
②青年会員の獲得推進（10 年 20 年後）を見据えたク
ラブ作り
③各部・各クラブが目標数を掲げ達成出来る様にワイズ
力の結集
④ノンドロップ対策を考える
⑤目標は期首より100 名増強と新クラブ設立２クラブ　
３．事業計画
⑥ EMC シンポジウム等の積極的開催（EMCを考える）
⑦メンバー候補者のオリエンテーションの開催
⑧クラブ内に於ける新旧メンバーの親睦等と推奨
⑨ EMC 事業委員会の開催

４．EMC 事業委員会　　　　　　2014・7 ～ 2015・6
NO 氏名　 役員職  所属クラブ

1 河原　正浩 EMC 事業主任 京都トップス

2 為国　光俊 EMC 直前事業主任 京都パレス

3 小野　勅紘 EMC 次期事業主任 西宮クラブ

５．EMC 事業主査　　　　　　　2014・7 ～ 2015・6
所属部 氏名 所属クラブ

中部 島崎正剛 名古屋プラザ
びわこ部 吉村秀樹 長浜クラブ
京都部 牧野篤文 京都トップス
阪和部 畠平剛志 大阪河内
中西部 武井和子 大阪なかのしま
六甲部 大田厚三郎 神戸西クラブ
瀬戸山陰 福永君二 米子クラブ
西中国部 松村勝也 岩国みなみ
九州部 宮崎隆二 熊本ひがし

未来予想図をはじめましょう
　期の始まる前より気持ちを高揚させ、メンバー増強に
関するデーター及び成功事例等を頭にたたき込み、各
部に於いての EMC 関連事業に参加させて頂きました。
各部、各クラブにおいては、カラー・歴史・伝統等があり、
始めて部外にでてみて、自分自身が描いていた事とはか
なりのギャップがあり、スタンスの違いに驚きました。主任
をさせて頂き感じたことは、各部において高年齢化傾向
であると言う事を大きな課題点とあまり捉えられていない
のかな…？と思う事があり、危機感を感じました。今期３ク
ラブ（２８名）が廃クラブとなり、メンバー数も期首より−６
名と言う結果が出ています。　
　メンバーを増やすのも退会者を出さないのも主任では
ありません。メンバーの皆さんです。メンバーの皆さんがア
クションを起こし時間を費やし、そしてワイズを理解しても
らえる様にご尽力頂かないとメンバーは増えません。誰
かがするから自分は動かなくても良いと、他力本願になっ
てないでしょうか・・・？何でも良いのです。メンバー候補勧
誘は親睦なくしてはあり得ないと私は思い活動していま
す。釣り・ゴルフ・グルメ・将棋他での親睦、参加しやすい
雰囲気を作る事が大事で、ここからはメンバーさんのワ
イズ力（人間力）で３年・５年の未来予想図を描き、素晴
らしいクラブにして行きましょう。

他部へ出かけましょう
　例会へのゲスト、ビジター多数参加の呼び掛け、合同

（他部）例会の開催、絶えずゲストを呼べる様な例会作
り、規律のある例会作り（時間厳守・親睦）。普段は小人
数での開催ですが２～３クラブ合同で例会を開催すれ
ばどうでしょうか。事前の合同例会 PTより始まり、綿密
な打合せをすることにより自然と親睦が出来、普段とは
違った雰囲気の中での点鐘、ワイズソングを歌った時気
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感謝！  『誰よりも多く
恵まれた者として』

国際・交流事業主任　川本　龍資
　　　　　　　　　　　 （名古屋）

　西日本区事業再編の一環で、新事業として国際・交流
事業が発足しました。初年度として、従来のファンド事業
と交流事業を受け継ぎ、ＥＦ、ＢＦ、ＹＥＥＰ、ＳＴＥＰ、ＩＢＣ・Ｄ
ＢＣの、５国際事業、1 国内事業を担当させていただきま
した。
　ＹＥＥＰを除くすべての事業で、西日本区各クラブで展
開されたプログラムのお手伝いをさせていただきました。

【ＥＦ事業】　
　今年度（2014-15）より、国際へ送金する全ての献金類（Ｅ
Ｆに限らず）の基準通貨が、ＵＳ＄からＣＨＦ（スイスフラン）
に変更になっていることをお知らせいたします。次年度以
降、献金いただく際にはご注意くださいますようお願い致
します。
　今年度、献金頂きましたＥＦの実績は、7,112CHF でし
た。期首目標 3,000ＵＳ＄の 237.1％と大きく目標を上回る
事が出来ました。国際協会を財政面で強くするためのＥ
Ｆ基金の原資上積みに貢献できたと喜んでおります。
　お捧げくださった皆様に改めてお礼を申し上げます。

【ＢＦ事業】
　国際役員の旅費、Ｂ
Ｆ代表の資金、ユース
支援、ステップフォーオー
ル支援など、幅広く用い
られるこの献金に今年
度、2,217,432 円（目標比：
110.9%）が西日本区各
クラブから捧げられまし
た事に感謝を申し上げ
ます。
　2014 年 8 月のインド国際大会に際し、京都パレスクラ
ブの森田美都子さんがＢＦパーシャルグラントとして活躍
されました。2015-16 に実施されるＢＦ代表の応募には、
残念ながら西日本区から輩出する事はできませんでした
が、これは 2015.08 のアジア地域大会の開催地が京都
であるという事も影響したものと思われます。

【ＳＴＥＰ事業】
　ワイズ子女の為の短期留学プログラムであるＳＴＥＰ

持ちが高揚してこないでしょうか。こんなクラブやったらえ
えなって思いませんか。心地よい緊張感、親睦のある例
会を開催する事により、ゲスト（若い年齢層）にも声を掛
けやすくなるのではないのでしょうか。
　各部に於ける部会の楽しさとは違った雰囲気の西日
本区大会に是非参加して下さい。西日本区のメンバー
が揃い親睦が出来、ここでまた新たな知識を吸収し、大
きなワイズ力となるでしょう。今期西日本区を回らせて頂
き一番の財産は、１度会えば友達になれ、次回会った時
でも「よぅ元気」と肩をポーンとたたいて挨拶出来る様な
感じで（先輩はちょっと無理ですが）。いずれにしろ、ワイ
ズは行動しなければ何も起こらないし、発展がないと思
います。メンバーの皆様、各部、西日本区の行事に出か
けましょう。

EMC 事業主任をさせて頂き
　まさか自分が区の役員なんてと思ってはいませんでし
たが、結論としてはお受けして良かったと今感じていま
す。まず 1 番が人前で話をする事です。話すことは簡単
だと思いますが、自分の想いを皆さんに伝える事の難し
さを痛感しました。前項で述べていますが、各部にはそ
れぞれ伝統・風土・歴史等があり、私自身の話しの中で
京都部の考え方が強く出ていたのかなと思いますが、決
して悪い事じゃないと思います。
　今期メンバー増強をメインにし各部シンポジウム等で
お話をさせて頂いた結果が 2014 年 7 月 1日1,567 名
2015 年 6 月30日1561 名と−6 名と言う結果でした（入
会者 109 名 退会者 115 名）。今期から各部において
推進チームを立上げて活動して頂きましたが、残念な事
に 2014 年 12 月、博多オーシャンクラブさん・2015 年 6
月末、名古屋プラザクラブさん・大津クラブさんと３クラブ
が廃クラブとなり、新クラブ 2 クラブはおろか 3 クラブも
廃部となり、自分自身の力不足を感じ、西日本区の皆様
へお詫び申し上げます。EMC に於いては単年度では
結果が分かりませんので、ご苦労ではありますが、EMC
に関しては、1 期 2 年と言うくくりも良いかと思います。
　今期お世話になりました、西日本区役員の皆様、各部
EMC 主査の皆様、西日本区のメンバーの皆様 1 年間
有り難うございました。
　最後になりますが、1 年間主任活動が出来たのは自ク
ラブのバックアップがあったからこそだと感じ、心より感謝
申し上げます。
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が、2014-15 年度国際において 2 件申請、受理されまし
たが、この 2 件共に西日本区が関わるという機会に恵ま
れました。1 つは京都キャピタルクラブの仁科保雄メンの
マゴメット 仁科皓貴さんがこの夏、カナダ東部マリメット区
ノバスコシアにおいて 6 週間のホームステイを経験されま
す。あと1 つは、ロシアウラル地方エカテリンブルグⅡクラ
ブのオルガ・デニソブさんのコメット マトベイさんがこの夏
4週間のホームステイプログラムを日本にて展開されます。
特に前半の 2 週間は中部・名古屋グランパスクラブの松
原行謙メンがホストをご担当、在名古屋の各クラブとの交
流会も予定されています。この両ＳＴＥＰを通じ、次世代の
ワイズを担う若者として成長して欲しいと切に願うもので
す。素晴らしい結果報告を期待いたします。

【ＩＢＣ・ＤＢＣ事業】
　2014-15 年度には、2 件のＤＢＣ締結がなされました。
2014 年 12 月には、岩国みなみクラブともりおかクラブ、又
2015 年 4 月には京都トップスクラブと沼津クラブが、いず
れも西・東の区を跨いだ兄弟クラブの誕生です。さらに、
8 月アジア地域大会にて京都パレスクラブと札幌クラブの
締結式が予定されています。
　ＩＢＣについては、2015 年 8 月に広島クラブとロシアエ
カテリンブルグⅠクラブが、又 9 月には熊本にしクラブと台
湾台中エバーライフクラブの締結式が予定されています。
国内外を問わず、兄弟クラブ間交流が活発になされ、懇
親を深め、各クラブの研鑚に役立つプログラムが展開さ
れます事を願います。
　以上、近況のご報告と共に今年度を振返りましたが、
本当に「あっ！」という間の 1 年間でした。使った労力（時
間・お金）をして、あり余るほどの恵みをいただきました。様々
な場面で多くのワイズの仲間に助けられました。誰よりも多
くの出会い→交わり→発見→研鑚を経験する事が出来
ました。この期間を与えられました事に心からの感謝を申
し上げます。１年間、本当に有難うございました！

メネット事業主任を務め終えて
心の声は聞こえましたか？！

メネット事業主任　西村　寛子
（京都プリンス）

　期首より今後のより良いメネット活動の在り方を模索し
つつ、「メンと共により良い活動を」を目指して一年を過ご
してまいりました。ワイズ活動における他の奉仕団体との
大きな違いが、メネット活動であり、メネットがメンの活動を
支え、ともに奉仕をするところにワイズらしさがあることは
言うまでもありません。にもかかわらず「ワイズメン活動の
中でメネット会の有無や、メンの勝手な都合から、メネット
事業に関心すら持っていただけなかったり、協力いただ
けないクラブがあり残念だ」と区報第 1 号で申し上げ「是
非今期はメンの事業の一環としてのメネット事業との思
いで、メネット事業内容に関心を持っていただきたい」と
お願いして参りました。多くの部で部長はじめそのキャビ
ネットのご理解とお力添えで「メンとメネット　二人三脚
でいきましょう」との私の事業主題そのままに、実に 6 つ
の部会・メネットアワーにおいて今期メネット事業国内プロ
ジェクトを取り上げ、講演会を開催していただき、他の部
においてもクラブ単位での勉強会や支援の集いを開い
て頂くなど、さまざまな形でメン・メネットの協同を実現して
いただきました。
　しかしながら現在、部によっての相違はありますが、メ
ネットの高齢化・活動力の低下や、女性の意識改革によ
り、女性自身の奉仕団体への直接的参加等で、ワイズ
におけるメネット活動は多くの問題をかかえた状態です。
今後は区においても、各部各クラブからメネット活動に対
する声を積極的に拾い上げていただき、本当に必要なメ
ネット活動・事業の在り方についてご検討いただく事が
必要だと思います。ある役員の方は「メネットの問題だか
らメネットが話し合われて」とおっしゃいましたが、ワイズメ
ンズクラブという実体はあっても、メネット会という実体が
区としてないという点にお気づき頂きたいと思います。ク
ラブメンバーの妻の集まりであって、組織として有る様で
無く、会議をメネットの総意で持つことはありえないという
現実の上に立ったメネット活動・メネット事業主査・メネット
事業主任であることの難しさにご理解を頂きたいと思い
ます。これまでの諸先輩メネット様たちのご活躍と思いを
受け止めつつ、毎年メネット事業主任は鋭意努力を重ね
て参ってはおりますが、現実的なありようについてご検討
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いただく時
期かと思わ
れます。この
点につきまし
ては、西日本
区今期最終
役員会にて
協 議 案とし
て提出し、継
続的に区に

おいて協議を重ねていただくようお願いいたしました。各
クラブに於きましても、メネットの問題について、是非関心
を持って話し合っていただきたいと思います。
　今期メネット事業国内プロジェクトは「希少難病患者
の現状理解と支援」に取り組んでまいりました。( 詳細に
ついてはメネット報第 3 号参照 )　期の三分の一の時
点で当初の支援先 Universal Field に関する問題が
発生し、直接的支援先変更等で皆様にご迷惑とご心配
をおかけいたしました事を改めてお詫び申し上げます。し
かしながら皆様のご理解で、希少難病問題については
継続的に見識を深めつつ、我々に出来得る支援の在り

方を考えていくという基本姿勢についてはご指示いただ
き、期末まで、継続的に多くのご支援を賜りました。深く感
謝申し上げます。
　第 18 回西日本区大会におけるメネットアワーに於きま
しては、希少難病研究にご尽力されている東海大学佐
藤健人准教授にご講演いただき、参加者の多くから希
少難病患者の想い・希少難病研究の現状・今後の治療
への展望等についてよく理解できる良いお話が聞けたと
のお声を
多く頂戴
いたしま
し た。今
期の国内
プロジェク
トの良い
しめくくり
が 出 来、
皆様から寄せられた多くの支援金のはっきりとした使途
をお示しすることが出来たことを大変嬉しく思っておりま
す。又、こうした流れの中から、あちこちのクラブから、この
希少難病問題について継続的に学んだり支援したりし
たいとのお声もいただいております。メネットプロジェクトが
単年度のメネット事業に留まることなく、メンの継続的事
業としての火種になることを願って取り組んできました私
としてはこんなに嬉しいことはありません。
　「私にできる事・・・あなたにできること・・・心の声に耳を
傾け　メンとメネット　二人三脚でいきましょう！」　との思
いが実を結びつつあることに大きな喜びを抱きつつメネッ
ト事業主任の責務を無事終えられます事に、お力添えく
ださいました全てのワイズメン・メネットに心からの感謝を
申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
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部 クラブ名 献金額 一人平均 部 クラブ名 献金額 一人平均
金沢 18,000 2,250 大阪 32,000 1,882
名古屋 44,000 2,000 大阪土佐堀 30,000 1,429
名古屋東海 36,000 2,000 大阪千里 3,000 750
名古屋南山 18,000 2,000 大阪高槻 38,000 2,000
四日市 42,000 2,000 大阪センテニアル 40,000 2,105
名古屋プラザ 8,000 1,000 大阪西 34,000 2,000
名古屋グランパス 28,000 2,000 大阪茨木 24,000 1,600
津 8,000 1,600 大阪セントラル 13,500 1,500
金沢犀川 12,000 2,000 大阪なかのしま 36,000 2,000

計 9クラブ 214,000 計 9クラブ 250,500
近江八幡 38,000 2,235 神戸 32,000 1,455
彦根 20,000 1,818 西宮 34,500 1,568
彦根シャトー 56,000 2,000 神戸西 12,000 923
長浜 40,000 1,000 神戸ポート 38,000 2,000
草津 12,000 923 宝塚 46,000 2,000
滋賀蒲生野 0 さんだ 0
大津 8,000 1,600 神戸学園都市 30,000 2,000

計 7クラブ 174,000 芦屋 26,000 1,444
京都 54,000 1,800 計 8クラブ 218,500
福知山 0 姫路 20,000 2,000
京都パレス 126,000 2,000 岡山 50,000 2,000
京都ウエスト 62,000 2,067 鳥取 5,000 333
京都めいぷる 0 姫路グローバル 26,000 1,857
京都キャピタル 88,000 2,200 米子 22,000 1,833
京都プリンス 10,000 625 計 5クラブ 123,000
京都センチュリー 24,000 2,182 広島 52,000 2,000
京都ウイング 80,000 2,000 福山 6,000 2,000
京都洛中 0 呉 24,000 2,182
京都エイブル 30,000 2,000 東広島 0
京都グローバル 120,000 2,000 岩国 20,000 2,000
京都みやび 24,000 2,000 岩国みなみ 38,000 2,000
京都トップス 114,000 2,426 計 6クラブ 140,000
京都トウービー 72,000 2,000 北九州 0
京都東稜 26,500 1,767 福岡中央 17,000 1,133
京都ウェル 14,000 2,000 博多オーシャン 0
京都ＺＥＲＯ 46,000 2,091 長崎 3,000 600

計 18クラブ 890,500 熊本 60,000 2,000
和歌山 40,000 2,000 熊本ジェーンズ 66,000 2,000
奈良 48,000 2,000 八代 16,000 2,000
大阪サウス 50,000 2,083 鹿児島 28,000 2,000
大阪堺 5,000 500 熊本むさし 42,000 2,000
大阪河内 34,000 2,000 熊本みなみ 42,000 2,000
大阪長野 3,500 700 宮崎 11,500 1,438
大阪泉北 26,000 2,000 熊本ひがし 54,000 2,250
和歌山紀の川 32,000 2,000 阿蘇 34,000 2,000

計 8クラブ 238,500 熊本にし 58,000 2,231
熊本ヤング 1,000 83
熊本スピリット 11,000 500

計 16クラブ 443,500

中

部

び

わ

こ

部

京

都

部

阪

和

部

中

西

部

六

甲

部

瀬

戸

山

陰

部

西

中

国

部

九

州

部

Yサ・ユース事業献金入金状況 2015年6月30日現在

総計86クラブ　2,692,500円
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部 ク ラ ブ 名 献金額 一人平均 献金額 一人平均 献金額 一人平均 献金額 一人平均

金 沢 13,500 1,688 12,600 1,575 15,400 1,925 0

名 古 屋 33,000 1,500 30,800 1,400 17,600 800 0

名 古 屋 東 海 27,000 1,500 25,200 1,400 14,400 800 14,400 800

名 古 屋 南 山 13,500 1,500 12,600 1,400 7,200 800 7,200 800

四 日 市 31,500 1,500 29,400 1,400 16,800 800 16,800 800

名 古 屋 プ ラ ザ 12,000 1,500 11,200 1,400 6,400 800 0

名古屋グランパス 0 0 0 0 0

津 6,000 1,200 5,600 1,120 3,200 640 0

金 沢 犀 川 0 0 17,400 2,900 4,800 800 0
計 9 136,500 144,800 85,800 38,400

近 江 八 幡 28,500 1,676 26,600 1,565 15,200 894 15,200 894

彦 根 15,000 1,364 14,000 1,273 8,000 727 0

彦 根 シ ャ ト ー 42,000 1,500 39,200 1,400 22,400 800 22,400 800

長 浜 61,500 1,538 57,400 1,435 32,800 820 32,800 820

草 津 12,000 923 10,000 769 13,650 1,050 8,000 615

滋 賀 蒲 生 野 23,500 1,382 23,800 1,400 12,000 706 12,000 706

大 津 6,000 1,200 5,600 1,120 0 3,200 640
計 7 188,500 176,600 104,050 93,600

京 都 0 42,000 1,400 0 30,000 1,000

福 知 山 0 10,500 1,500 0 0

京 都 パ レ ス 94,500 1,500 88,200 1,400 50,400 800 0

京 都 ウ エ ス ト 46,500 1,550 43,400 1,447 24,800 827 24,800 827

京 都 め い ぷ る 21,510 860 35,000 1,400 0 0

京 都 キ ャ ピ タ ル 73,376 1,834 110,176 2,754 40,000 1,000 40,000 1,000

京 都 プ リ ン ス 12,000 750 22,400 1,400 70,000 4,375 0

京都センチュリー 18,000 1,636 0 0 9,600 873 0

京 都 ウ イ ン グ 60,000 1,500 56,000 1,400 0 0

京 都 洛 中 24,000 1,500 74,241 4,640 16,000 1,000 0

京 都 エ イ ブ ル 22,500 1,500 21,000 1,400 12,000 800 12,000 800

京 都 グ ロ ー バ ル 153,278 2,555 213,513 3,559 113,440 1,891 48,000 800

京 都 み や び 18,000 1,500 16,800 1,400 9,600 800 9,600 800

京 都 ト ッ プ ス 85,500 1,819 79,800 1,698 45,600 970 61,922 1,317

京 都 ト ウ ー ビ ー 54,000 1,500 111,000 3,083 0 28,800 800

京 都 東 稜 26,000 1,733 0 0 0

京 都 ウ ェ ル 10,500 1,500 9,800 1,400 0 5,600 800

京 都 Ｚ Ｅ Ｒ Ｏ 34,500 1,568 46,000 2,091 0 11,100 505
計 18 754,164 979,830 391,440 271,822

和 歌 山 39,790 1,990 28,000 1,400 16,000 800 16,000 800

奈 良 39,752 1,656 34,000 1,417 20,000 833 20,000 833

大 阪 サ ウ ス 57,730 2,405 37,000 1,542 20,000 833 20,000 833

大 阪 堺 3,000 300 5,000 500 2,000 200 1,000 100

大 阪 河 内 25,500 1,500 23,800 1,400 13,600 800 0

大 阪 長 野 3,250 650 3,000 600 0 800 160

大 阪 泉 北 19,500 1,500 18,200 1,400 10,400 800 10,400 800

和 歌 山 紀 の 川 24,000 1,500 22,400 1,400 12,800 800 12,800 800
計 8 212,522 171,400 94,800 81,000

中

部

び

わ

こ

部

京

都

部

阪

和

部

CS（年賀切手換金分） Ｔ　　Ｏ　　Ｆ ＦＦ（現金） ＲＢＭ

CS・TOF・FF・RBM献金報告 2015年6月30日現在
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部 ク ラ ブ 名 献金額 一人平均 献金額 一人平均 献金額 一人平均 献金額 一人平均

大 阪 24,000 1,412 22,400 1,318 12,800 753 12,800 753

大 阪 土 佐 堀 34,390 1,638 16,000 762 16,000 762 16,000 762

大 阪 千 里 3,000 750 3,000 750 0 0

大 阪 高 槻 28,500 1,500 26,600 1,400 0 15,200 800

大阪センテニアル 30,000 1,579 26,600 1,400 15,200 800 16,000 842

大 阪 西 25,500 1,500 23,800 1,400 13,600 800 13,600 800

大 阪 茨 木 27,000 1,800 7,000 467 0 10,000 667

大 阪 セ ン ト ラ ル 13,500 1,500 13,500 1,500 0 0

大 阪 な か の し ま 63,226 3,513 29,700 1,650 39,639 2,202 12,800 711
計 9 249,116 168,600 97,239 96,400

神 戸 24,000 1,091 21,000 955 12,000 545 12,000 545

西 宮 34,500 1,568 23,000 1,045 10,000 455 18,400 836

神 戸 西 5,500 423 4,200 323 3,400 262 3,200 246

神 戸 ポ ー ト 28,500 1,500 26,600 1,400 15,200 800 15,200 800

宝 塚 34,500 1,500 13,000 565 0 18,400 800

さ ん だ 0 0 0 0

神 戸 学 園 都 市 9,000 600 9,000 600 4,800 320 0

芦 屋 19,500 1,083 18,200 1,011 10,400 578 10,400 578
計 8 155,500 115,000 55,800 77,600

姫 路 15,000 1,500 14,000 1,400 8,000 800 8,000 800

岡 山 37,500 1,500 35,000 1,400 20,000 800 10,000 400

鳥 取 5,000 333 5,000 333 0 5,000 333

姫 路 グ ロ ー バ ル 10,184 727 18,200 1,300 5,600 400 6,400 457

米 子 16,500 1,375 15,400 1,283 8,800 733 8,800 733
計 5 84,184 87,600 42,400 38,200

広 島 39,000 1,500 36,400 1,400 20,800 800 20,800 800

福 山 4,500 1,500 4,200 1,400 2,400 800 0

呉 18,000 1,636 14,400 1,309 800 73 9,600 873

東 広 島 10,500 1,313 9,800 1,225 5,600 700 0

岩 国 15,000 1,500 12,000 1,200 8,000 800 8,000 800

岩 国 み な み 33,500 1,763 13,300 700 25,200 1,326 12,600 663
計 6 120,500 90,100 62,800 51,000

北 九 州 3,372 337 5,000 500 4,767 477 4,000 400

福 岡 中 央 12,750 850 11,900 793 6,800 453 6,800 453

博 多 オ ー シ ャ ン 0 0 0 0

長 崎 7,500 1,500 7,000 1,400 4,000 800 0

熊 本 45,000 1,500 42,000 1,400 24,000 800 24,000 800

熊 本 ジ ェ ー ン ズ 49,500 1,500 46,200 1,400 26,400 800 26,400 800

八 代 12,000 1,500 9,600 1,200 4,800 600 0

鹿 児 島 21,000 1,500 19,600 1,400 0 0

熊 本 む さ し 31,500 1,500 30,240 1,440 16,800 800 0

熊 本 み な み 31,500 1,500 29,400 1,400 16,800 800 0

宮 崎 0 0 12,000 1,500 0 0

熊 本 ひ が し 40,500 1,688 37,800 1,575 21,600 900 21,600 900

阿 蘇 5,000 294 5,000 294 5,000 294 0

熊 本 に し 50,599 1,946 36,400 1,400 21,600 831 0

熊 本 ヤ ン グ 1,000 83 0 0 0

熊 本 ス ピ リ ッ ト 0 15,400 700 0 0
計 16 311,221 307,540 152,567 82,800
総計 86 2,212,207 2,241,470 1,086,896 830,822

瀬
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ＣＳ（年賀切手換金分） Ｔ　　Ｏ　　Ｆ ＦＦ（現金） ＲＢＭ
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2014〜2015年度　ＢＦ献金集計2014-15年度　ＢＦ献金集計
（理事ゴール：１人当たり￥1,500、西日本区総額￥2,000,000）

クラブ名 現金 切手 合計
金沢 13,500 600 14,100
名古屋 30,500 2,500 33,000
名古屋東海 27,000 0 27,000
名古屋南山 13,500 0 13,500
四日市 31,500 0 31,500
名古屋プラザ 12,000 0 12,000
名古屋グランパス 0 0 0
津 4,000 0 4,000
金沢犀川 9,000 0 9,000

中部 141,000 3,100 144,100
近江八幡 28,500 566 29,066
彦根 15,000 188 15,188
彦根シャトー 0 62 62
長浜 61,500 984 62,484
草津 8,000 268 8,268
滋賀蒲生野 67,500 455 67,955
大津 6,000 121 6,121

びわこ部 186,500 2,644 189,144
京都 30,000 40 30,040
福知山 10,500 0 10,500
京都パレス 94,500 616 95,116
京都ウエスト 46,500 175 46,675
京都めいぷる 37,500 521 38,021
京都キャピタル 58,500 4,822 63,322
京都プリンス 27,000 0 27,000
京都センチュリー 0 0 0
京都ウイング 60,000 0 60,000
京都洛中 0 392 392
京都エイブル 22,500 0 22,500
京都グローバル 90,000 1,800 91,800
京都みやび 18,000 222 18,222
京都トップス 102,589 34 102,623
京都トウービー 54,000 0 54,000
京都東稜 20,000 0 20,000
京都ウェル 10,500 636 11,136
京都ＺＥＲＯ 22,000 0 22,000

京都部 704,089 9,258 713,347
和歌山 92,531 1,800 94,331

2014-15年度　ＢＦ献金集計
（理事ゴール：１人当たり￥1,500、西日本区総額￥2,000,000）

クラブ名 現金 切手 合計
奈良 36,000 0 36,000
大阪サウス 35,000 700 35,700
大阪堺 5,000 0 5,000
大阪河内 25,500 0 25,500
大阪長野 4,200 700 4,900
大阪泉北 19,500 1,712 21,212
和歌山紀の川 26,400 1,500 27,900

阪和部 244,131 6,412 250,543
大阪 24,000 0 24,000
大阪土佐堀 36,000 336 36,336
大阪千里 3,000 0 3,000
大阪高槻 28,500 759 29,259
大阪センテニアル 28,500 1,980 30,480
大阪西 25,500 1,253 26,753
大阪茨木 45,000 810 45,810
大阪セントラル 13,500 65 13,565
大阪なかのしま 27,000 2,000 29,000

中西部 231,000 7,203 238,203

2014-15年度　ＢＦ献金集計
（理事ゴール：１人当たり￥1,500、西日本区総額￥2,000,000）

クラブ名 現金 切手 合計
神戸 24,000 1,355 25,355
西宮 27,600 528 28,128
神戸西 4,500 0 4,500
神戸ポート 29,320 820 30,140
宝塚 34,500 561 35,061
さんだ 0 0 0
神戸学園都市 9,000 0 9,000
芦屋 19,500 0 19,500

六甲部 148,420 3,264 151,684
姫路 15,000 0 15,000
岡山 31,500 6,000 37,500
鳥取 5,000 0 5,000
姫路グローバル 10,500 0 10,500
米子 16,500 2,351 18,851

瀬戸山陰部 78,500 8,351 86,851
広島 37,560 1,440 39,000
福山 0 780 780
呉 18,000 360 18,360
東広島 9,100 0 9,100
岩国 14,000 0 14,000
岩国みなみ 58,500 646 59,146

西中国部 137,160 3,226 140,386
北九州 3,000 114 3,114
福岡中央 10,700 1,200 11,900
博多オーシャン 0 0 0
長崎 0 0 0
熊本 45,000 0 45,000
熊本ジェーンズ 57,832 0 57,832
八代 12,000 0 12,000
鹿児島 21,000 30 21,030
熊本むさし 29,400 1,260 30,660
熊本みなみ 31,500 0 31,500
宮崎 0 0 0
熊本ひがし 40,500 0 40,500
阿蘇 5,000 0 5,000
熊本にし 43,500 108 43,608
熊本ヤング 1,000 30 1,030
熊本スピリット 0 0 0

2014-15年度　ＢＦ献金集計
（理事ゴール：１人当たり￥1,500、西日本区総額￥2,000,000）

クラブ名 現金 切手 合計
九州部 300,432 2,742 303,174

2,171,232 46,200 2,217,432
110.9%
達成率

ＢＦ献金（使用済み切手　トップ10）
クラブ名 現金 切手 合計

岡山 31,500 6,000 37,500
京都キャピタル 58,500 4,822 63,322
名古屋 30,500 2,500 33,000
米子 16,500 2,351 18,851
大阪なかのしま 27,000 2,000 29,000
大阪センテニアル 28,500 1,980 30,480
和歌山 92,531 1,800 94,331
京都グローバル 90,000 1,800 91,800
大阪泉北 19,500 1,712 21,212
和歌山紀の川 26,400 1,500 27,900

総　計

2015年6月30日現在
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献金額

ｽｲｽﾌﾗﾝ

1 川本　龍資 名古屋 114 2014-15国際・交流事業主任就任感謝

2 堀江　宏 近江八幡 1,520
ヴォーリズ・メモリアルin近江八幡

開催感謝

3 桂　厚子 京都ウエスト 120 エルマークロウ賞受賞感謝

4 仁科　保雄 京都キャピタル 50 2014-15西日本区財政監事就任感謝

5 香山　章治 京都キャピタル 120
2015京都アジア地域大会開催記念

（AYC委員長就任）

6 西村　寛子 京都プリンス 120 2014-15メネット事業主任就任感謝

7 舞田　智之 京都トップス 120
2014-15クラブ会長任務感謝、

クラブ創立20周年感謝

8 畑本　誠 京都トゥービー 120 2014-15京都部部長就任感謝

9 和歌山クラブ 和歌山 120 オナーロール$100８回目

10 和歌山紀の川クラブ 和歌山紀の川 120 クラブ創立30周年記念感謝献金

11 神谷尚孝・一恵 和歌山 1,000 クラブ在籍50年永年会員表彰記念感謝

12 遠藤　通寛 大阪泉北 120 2014-15次期理事就任感謝

13 清水　汎 大阪 1,000 2014-15中西部部長就任感謝

14 豊島　正利 大阪 50 2014-15西日本区会計就任感謝

15 三牧　勉 大阪茨木 120 2014-15西日本区書記就任感謝

16 松本　武彦 大阪西 1,000 2014-15理事就任感謝

17 大阪センテニアルクラブ 大阪センテニアル 120 山中秀男メンの功労を讃えて

18 大阪なかのしまクラブ 大阪なかのしま 100 オナーロール$100　９回目

19 今井　利子 大阪なかのしま 228 2014-15西日本区大会の成功を祈って

20 鈴木　誠也 神戸ポート 100 西日本区財政監事退任感謝

21 多胡　葉子 宝塚 120 2014-15六甲部部長就任感謝

22 芦屋クラブ 芦屋 100 オナーロール$100　６回目

23 早川　悟 鳥取 50 2014-15瀬戸山陰部部長就任感謝

24 高瀬　稔彦 岩国みなみ 240 2013-14理事無事終了感謝

25 大村　豊 熊本 120 2013-14クラブ会長無事終了感謝

26 亀浦　正行 熊本にし 120 2014-15九州部部長就任

合計　 7,112

2014～2015年度　ＥＦ献金集計
�����������������������

献金者 所属クラブ 献　金　理　由　・　コ　メ　ン　ト

2015年6月30日現在
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2015年６月30日現在
献 金 者 名 （敬称略） 所 属 ク ラ ブ等 献金額（円） 献　　金　　趣　　旨
鈴　木　誠　也 神戸ポート 16,800 財政監事の職責を無事終え感謝
川　本　龍　資 名古屋 5,000 国際・交流事業主任就任
早 　川　　　悟 鳥取 5,000 瀬戸山陰部部長就任
仁　科　保　雄 京都キャピタル 5,000 西日本区財政監事就任
亀　浦　正　行 熊本にし 10,000 九州部部長就任
吉　村　周　平 大阪西 10,000 コメットのIYC参加に感謝
藤　井　久　子 神戸学園都市 5,000 ワイズリーダシップ開発委員長就任
岡　野　泰　和 大阪土佐堀 10,000 アジア地域大会成功祈願
渡　壁　十　郎 長浜 5,000 地域奉仕・環境事業主任就任
高　瀬　稔　彦 岩国みなみ 20,000 西日本区理事を無事終え感謝
加　藤　信　一 京都トップス 5,000 広報・情報委員長就任
森　重　雅　伸 岩国 10,000 西中国部部長就任
山　根　一　毅 日本YMCA同盟 5,000 西日本区連絡主事就任
多　胡　葉　子 宝塚 5,000 六甲部部長就任
三　浦　克　文 岡山 10,000 皆様のご協力で職責全うでき感謝
遠　藤　通　寛 大阪泉北 10,000 西日本区次期理事就任感謝
豊　島　正　利 大阪 10,000 西日本区会計就任
浅　岡　徹　夫 近江八幡 10,000 西日本区行政監事就任
石　津　雅　人 大阪センテニアル 10,000 西日本区理事事務局長就任
濱　 田　　　勉 奈良 5,000 ワイズダム発展を祝って
三　 木　　　求 和歌山 5,000 阪和部部長就任
松　本　武　彦 大阪西 30,000 西日本区理事就任
江　見　淑　子 大阪なかのしま 5,000 ワイズの友情に感謝
國　友　朝　子 大阪なかのしま 5,000 ワイズの友情に感謝

　 森　 　 律 　子　 八代 10,000 日々の健康に感謝
神谷尚孝・一恵 和歌山 50,000 在籍５０年永年会員表彰に感謝
三　 牧　　　勉 大阪茨木 10,000 西日本区書記の任務遂行に感謝
　 桂 　　 厚 　子　 京都ウエスト 10,000 エルマークロウ賞受賞に感謝
名古屋東海クラブ ― 5,000 ワイズダム発展を祈願して
今　井　利　子 大阪なかのしま 5,000 ワイズライフを楽しんでいる事を感謝
菅　原　樅　一 京都キャピタル 5,000 クラブ会長就任記念
田　中　升　啓 京都キャピタル 5,000 クラブファンド事業委員長就任記念
伊　藤　文　訓 長浜 30,000 ３年間クラブ役員を務められた事を感謝
熊 本 ク ラ ブ ― 5,000 クラブのワイズダム発展を祈念
西　村　寛　子 京都プリンス 5,000 メネット事業へのご理解に感謝
岡  山 ク ラ ブ ― 50,000 クラブ50周年記念例会感謝

合　　　計 406,800

2015年6月30日現在
2014〜 2015年度　JWF献金
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部 活 動 報 告

「将来を見つめたワイズ
活動！」を今やってみよう！

中部部長　大西　博昭（四日市）　

一年間の活動に感謝！ 活動は道半ば！ 次年度へ期待！
　2014 年～ 2015 年一年間のワイズ活動に感謝申し上
げます。部長としての活動が無事にできました事は皆様の
ご協力によるものと感謝もうしあげます。ありがとうございま
した。
　一年間を振り返るとまだまだ道半ばで終了です。会長
始め委員会の皆様といろいろ意見交換を行いながら年
間４回の評議会・中部ＥＭＣ２００推進委員会を行いました。
しかし新入会員を迎えたクラブは４クラブでした。そして多
くのドロップ（退会者）を出しました。
　最終的には一年間を通して中部のクラブメンバー数は
減少になります。非常に残念なことです。将来を見つめた
ワイズ活動を今やるべきだと痛感しました！ メンバーが減
少することは言うまでもなく各事業の活動ができなくなって
いきます。ワイズメンはＹＭＣＡを支援する目的すら達成す
ることができなくなることでしょう。
一年間の活動報告
＊中部評議会「年間 4 回開催」
＊中部ＥＭＣ２００推進委員会同時開催
　中部評議会を名古屋地区で 4 回金沢地区にて 1 回
開催させて頂きました。第 4 回評議会は新旧合同評議会
となりましたが、一年間の役員様への感謝と次期への思
いもあり良かったと思っています。
＊第 18 回中部部会開催
　「東日本大震災に学ぶ」というテーマで、自衛隊の小田
浩次 3 等陸佐に震災直後に救援に被災地へ行かれた

体験談を基にした講演「希少難病患者の支援について
のアピール」
　中部部会に西日本区役員の皆様・東日本区・西日本区
各部の皆様、沢山の方々が登録下さりありがとうございま
した。第 18 回中部部会にご尽力頂きました実行委員会
の皆様・四日市クラブの皆様ご尽力頂きありがとうございま
した。
＊部長通信発行
　部長通信を毎月発行させていただきました。クラブ例
会にて一読いただければとの思いです。活動方針・活動
計画・部長活動等を部長通信にて、各クラブ会長・事業
主査・クラブメンバーに発信させて頂きました。
各事業活動
Ｙサ・ユース事業　
　ＹＹフォーラムを 11
月29日（火・祝）実施、
講師にジョン・ギャスライ
ト氏を迎え「森が生きる
勇気をくれた～自然の
中の子育ての大切さ～」を聴きました。また 7 月日和田キャ
ンプ場エンジョイワーク・名古屋ＹＭＣＡ市内中学校バス
ケットボール大会・名古屋ＹＭＣＡチャリティラン・名古屋Ｙ
ＭＣＡクリスマスキャロル等素晴らしい活動でした。
地域奉仕・環境事業
　各種献金ＣＳ／ＴＯＦ／ＦＦ／ＣＳ／ロールバックマラリ
ア献金等を広く呼びかけていきました。東日本大震災復
興義援金を広く推進。名古屋グランパスクラブを中心に第
三回東日本区大震災被災地応援ツアーを5 月12日～
13日に陸前高田・宮古へ参加者２０名で訪問。名古屋Ｙ
ＭＣＡチャリティーウォーク献金を持参。名古屋ＹＭＣＡか
みさわ保育園開設 1 周年記念コンサート開催園児ご父
兄 40 名強の参加を頂きました。各クラブ多くの事業開催
していただきました。
ＥＭＣ事業　　　　
　今期メンバーの増員の原動力とする思いはありました
が、各クラブにおける意識改革は道半ばです。エクステン
ション（新クラブの設置を目標とする）は、今後は真剣に検
討する課題を残しました。ＥＭＣ事業を理解頂く為に各ク
ラブの例会の充実・出席率向上・部長公式訪問をさせて
頂きました。
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早かった 1 年

びわこ部部長　林　俊博
　（大津）　　　　 

国際・交流事業
　各クラブに西日本区行事・部会・クラブ例会を通して、交
流の積極的な呼びかけを実施。国際・交流主査より部会
開催内容・各行事をタイムリーに連絡。南山クラブ主催い
もほり、グランパスクラブ主催東北支援ツアー、近江八幡ク
ラブ主催ウォーリス展等。各クラブにてＩＢＣ・ＤＢＣの交流
事業実施、ＢＦファンド・ＦＦファンドの積極的募金活動。
メネット事業
中部合同メネット会
の開催と希少難病
患者の支援
第 18 回中部部会＆
メネット会（8/31）にて
　今期のメネット国内事業「希少難病患者の支援につい
てのアピール ！ を開催
金沢にて合同メネット会開催　4 月25日（土）
　山内ミハル中部メネット事業主査に企画いただき、西日
本区メネット事業主任西村寛子様ご出席いただき、メネッ
ト会が開催されました。中部では久しぶりの開催でした。

　昨年 7 月、川瀬勝彦直前部長から引き継いで早くも1
年が過ぎ去ってしまいました。
　西日本区松本武彦理事、三役、役員、事務局、事務所、
びわこ部各会長、事業主査の皆様には大変お世話になり
ました。厚く御礼申し上げます。
　びわこ部は、就任時に 133 名でスタートしましたが、途
中や年度末での退会もあり、人数減で次期に送ることと
なってしまい、力不足を感ずる次第です。特に、私が所属
する大津クラブは、人数が 4 名となり、部長を引き受けら
れるかという状況で、親クラブの草津クラブに書記、会計
をお願いする状況でスタートしました。このような中でした
ので、今期の活動は、例年と変わらない内容でした。

【主な活動】
〇第 19 回びわこ部会とメネットアワー
　9 月21日大津プリンスホテルで開催。草津クラブ
の応援を得てできたと思っています。部会では、私が
メンバーとなっている災害ボランティア活動連絡協
議会でも講師をお願いした、関西学院大学の松田

曜子先生に防災についての講演をお願いし、また懇親会
冒頭に地元仰木の小学生による力強い仰木太鼓の演奏
を楽しんでいただきました。また、同ホテルにて、メネット事
業として希少難病についての講演も開催されました。
〇滋賀ＹＭＣＡ「風の谷キャンプワーク」
　6 月29日、多賀町にある夏季キャンプ場で、びわこ部
各クラブメンバー、ＹＭＣＡリーダーおよび職員によるキャン
プ場整備に汗を流しました。テントの設営、場内の整備、
草刈りや小屋の補修、シャワー室の整備等を、前日準備も
含めて取り組みました。昼は、メンバーがこしらえた恒例の
カレーを頂きました。
〇ボウリング大会
　11 月30日、毎年の会場となっている彦根のラピュタボ
ウルで、リーダー、クラブメンバー、職員がボウリングとその
後の食事、表彰式や交流会の場をもちました。当日は藤本
Ｙサ・ユース事業主任も駆けつけてくださり、参加者にリー
ダーが多いことにびっくりしておられました。

〇ヴォーリズ・メモリアルｉｎ近江八幡
　昨年は、ヴォーリス没後 50 年という年に当たっており、
近江八幡において 10 月から11 月にかけて各種の記念
行事が行われました。ウィリアム・メレル・ヴォーリズは、建築
家としても有名で、市内のみならず、県内さらには各地に
設計した建物があり、さらに伝道、医療、教育など大変広
い分野で多くの実績を残されました。その一環として近江
八幡クラブの堀江ワイズによる講演があり、ＹＹフォーラムと
して開催されました。また、その期間近江八幡クラブと滋
賀蒲生野クラブが、行事の応援をされました。
〇ＥＭＣシンポジウム
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一年を振り返り

京都部部長　畑本　誠　
（京都トゥービー）　

　「行雲流水」～ＢｅＹ’ｓｍｅｎ～を掲げて取り組ませて
頂きました。京都部は西日本区最大の部であります。元
気も心意気もあり、何より個性豊かなメンバーが集う強者
集団であります。その京都部部長を何とか無事に終える
ことができ、今は安堵致しております。私を支えて頂いた
京都部の皆さま、そして松本理事はじめ今期の西日本
区役員の皆さま、本当に有難うございました。
　期首前に水頭症と顎関節の神経症を患い、体調不
良の上、話すにも支障をきたす時があり、お聞き苦しい場
面もあったと思いますが、ワイズメンの寛容の精神で温か
くお見守り頂き有難うございます。
　京都部においては各事業主査の皆様が目標達成に
向け努力されたことに感謝申し上げます。この一年間で
素晴らしい成果を上げて頂きました。これもひとえに各ク
ラブのご理解とご協力があってのことです。クラブの協
力なくして、部の事業は成立致しません。各クラブの皆
様には心から厚く御礼申し上げます。
　言い尽くされている事ですが、クラブあっての部、部

一年間の心強い
ご支援に深謝!

阪和部部長　三木　求
　　　　　　　　　　　（和歌山） 

　第 26 期阪和部も、6 月末日をもってその業務を終了
することとなりました。この一年間を振り返ってみますと、
万感胸に迫るものがあります。阪和部では、従来から部
長所属クラブから、部書記・部会計を選出するというの
が一般的な三役体制です。しかし、今期は私が所属す
る和歌山クラブから、部書記を選出いただきましたが、
部会計は他クラブのワイズメンに就任していただき、文
字どおり連立内閣で臨んだ一年でした。
　この一年間を振り返ってみますと、いろいろなことを思
い出します。心引き締まる思いで受講した次期役員研
修会。次期部長の皆様との初顔合わせの機会でもあり

あっての西日本区、西日本区あってのアジア地域、アジ
ア地域あっての国際です。国際的奉仕団体の基幹を
成すのは各クラブ。そして、クラブの基幹を成すのはメン
バーひとり一人です。言い換えれば、メンバーひとり一人
が国際的にワイズメンズクラブを支えています。素晴らし
いですね、数は力なりです。
　２０１４年は京都ＹＭＣＡの１２５周年でした。世紀を跨
いだ歴史を持つ老舗の改修費用の募金を京都部も請
負いました。また、１２５周年に因み１２５の事業が行われ
各クラブにもご協力頂き、精力的に取り組んでもらう事が
出来ました。募金に関しては目標額も達成される見込み
です。ＹＭＣＡの外郭団体として京都ＹＭＣＡ１２５周年
に京都部長を拝命出来たことは大変光栄の極みです。
１２５周年事業へ参画していただいた各クラブには労い
と感謝の意を捧げます。ご苦労様でした。そして、有難う
ございました。
　役目を果たす、その過程における経験が知恵と成長
をもたらします。私も準備期間を含めて１年半にわたり
様々な出来事と遭遇し、喜びや不安、焦りや苦悩と言っ
た様々な感情の訪問を受けましたが、その都度部役員
の皆さまやホームクラブのメンバーに励まされ乗り越えら
れました。人と人との交わりで、堆積していた思考の垢も
落とされ寛容と寛大な心に近づけたように思います。
　京都部長は多くの学びと成長の場でありました。貴重
な経験が出来て嬉しく思います。本当に有難うございま
した。

　11 月15日、長浜の湖北勤労福祉会館で開催され、河
原正浩事業主任により講演が行われました。
〇国際・交流事業
　11 月12日に、彦根クラブとインドのハイデラバードとのＩ
ＢＣ締結 50 周年記念事業が、大久保彦根市長や井伊
ユネスコ協会名誉会長（井伊大老の子孫）も出席されて
彦根勤労福祉会館で開催されました。インドから5 名のメ
ンバーが来日され、また彦根市文化プラザにてメンバーの
お一人による「コンテンポラリー絵画展」も同時に開催され
ました。
〇その他
　各クラブにおいて、地域奉仕として例年と同様市民クリ
スマスの開催、琵琶湖岸の清掃、それぞれの地元の各
種の祭りへの参画等々、例年同様の奉仕活動に取り組ま
れました。また、10 月の 25 ～ 26日にかけて近江八幡休
暇村において滋賀県で初めてリレーフォーライフが開催さ
れ、実行委員会にクラブメンバーが委員長となり、地元ク
ラブが協力するとともに、草津クラブメンバーによるバンド
演奏を楽しみました。
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ました。と同時に志を一にする同志の存在に、力強いパ
ワーをいただきました。
　年が明けた３月8日～９日には、一泊二日の次期会長・
主査研修会が開催されました。この研修会では、次期
のクラブ会長や主査の皆さんに対して、部長の方針や
具体的な計画をお示しするとともに、各クラブ会長・主査
のお考え等をお聞かせする機会であり、非常に緊張し
た研修会でした。しかし、実質的に部長としてのスタート
を切る心の準備もできた研修会でもありました。
　さて、今期の阪和部では、三つの特別委員会を設置
しました。東日本大震災の現状を直接肌で感じ、震災
を忘れずに今後も引き続きそっと寄り添う支援を目指した

“東北復興応援ツアー委員会”は、応援ツアーを地域
奉仕・環境事業の一環として位置付けて実施しました。
阪和部６クラブと、他部からの参加も含めて合計 23 名
で実施することができました。西日本区大会での表彰で、
阪和部が地域奉仕・環境事業貢献賞を受賞しました。
　“阪和部報等企画委員会”は、年 3 回発行する部報
の企画だけではなく、部報・部長通信・阪和部ウエブサイ

トの三つの広報ツールの有効的な活用を図り、阪和部
や各クラブの情報を、部内外に力強く発信するために
設けた委員会です。この一年間の広報活動に対して、
理事表彰　広報最優秀賞を受賞しました。
　“阪和部EMC１５０推進チーム”は、各部の実情に合っ
たキメ細かい EMC の推進を提唱する西日本 2000 推
進チームの呼びかけに応じ、阪和部での会員 150 名を
目指して設立しました。今期の阪和部では、近年では類
を見ない１０名という二桁の新入会員をお迎えすること
ができました。特に、大阪泉北クラブでの５名同時入会
式の挙行は、各クラブにおける EMC に対して大きなイ
ンパクトを与えました。大阪泉北クラブは、西日本区大会
においてＥＭＣ優秀クラブ賞を受賞しました。
　その他、元大阪 YMCA 主事志賀志那人氏の功
績を通じて YMCA 理解を深めた“YY フォーラム”、今
期 10 名の新入会員をお迎えの呼び水となった“EMC
フォーラム”等、楽しい思い出が蘇ってまいります。
　西日本区の皆様、各クラブ会長・主査・委員長・連絡
主事はじめ、各クラブのメン・メネットの皆様のお支えやお
励ましをいただき、ご厚情をひしひしと感じさせられた一
年でもありました。ありがとうございました。

再生された中西部の
再現を期待する！

中西部部長　清水　汎
（大阪）　　　　

　今期の中西部は前期末 140 名が今期末 142 名と
僅かであるが増員となり、減少を止めることが出来まし
た。会長始め役員の方々のワイズ運動へのご尽力には、
熱心なものがあり、西日本区大会、アジア大会への全面
的サポートについては，有難く感謝、感謝です。
　西日本区大会については 2クラブ、アジア大会につい
ては 1クラブが主なサポートクラブとなり、それなりに成功
を収めたと思います。
　部長主題として、「ＹＭＣＡ・ワイズと共に若者、社会に
光を」としました。第１回評議会で「若

わかってんのかい

手の会」を正式に
承認しました。また、初めての試みとして、主査と各クラブ
の事業委員長との意見交換会を行いました。この会で
今期の一つの方向づけをしましたが、その成果を見るま
でには、ある期間が必要と思います。
　現在社会の中流層の多くの人々が衰退していて、ボ
ランテア活動を支えるような余裕のある人が少なくなって

結団式　仙台 YMCA 玄関

阪和部で受賞　広報最優秀賞
地域奉仕・環境事業貢献賞　代表して部長が受け取る

阪和部史上類まれな快挙 　大阪泉北クラブ 5 名同時入会式
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います。特に、物的・金銭的支援から精神的・肉体的奉
仕へとウエイトが変わってきています。その点ではワイズ
運動はキリスト精神を学ぶことをモットーにしており、会員
増強の運動は社会に受け入れられるものになりつつある
と思います。
　今は高齢者のワイズ活動が、ある限界にきているもの
と思います。如何に若き活動人を育てるかの過渡期にあ
ります。また、若きリーダーが方針を決めても、それを高齢
のワイズメンが従うのは、難しい面があり、その調和を如
何にするかは、これからの課題であると思います。奥田
中西部部長が，主題に「和をもって貴しとなす」を挙げた
のは、時宜を得た主題だと思います。
　新入会員の人が、忙しいワイズ運動についていけな
いことを、退会の理由に挙げている人が多いのは，一考
すべき指摘だと思います。中西部も塚理監事のような若
い優れた人材が育っており、再生された中西部が再現
されるのを楽しみにしています。

中西部の主な活動報告
7 月28日　第 1 回評議会　若手の会が正式発足、事
業主査、クラブ事業委員長との意見交換会を持つ
9 月20日　中西部部会開催、156 名が参加

10 月18日 ＥＭＣシンポジュウム開催、50 名が参加
11 月29日 土佐堀カーニバル開催、1,000 名余が参加
11 月29日　ＹＹフーラム開催、60 名が参加
2015 年 1 月24日　チャリティーボウリング　ワイズメン、
ＹＭＣＡスタッフ、留
学生 10 組が参加
2 月1日 チャリティー
ラン　88 チームが参
加、多くの支援金が
集まる。 

その他の主な活動報告
１）Ｙサ・ユース事業
大阪クラブが支援する視聴覚障害青少年のＨ．Ｈキャン

プを大阪ＹＭＣＡと共同で実施。ここ10 年、毎年 50 万
円前後の資金援助を行う
２）地域奉仕・環境事業
10 月　大阪ＹＭＣＡ会館でオリンピックメダリスト朝原宣
治氏の講演があり、多くの地域市民、ワイズメンが参加、
11 月　大阪西クラブがＤＢＣクラブと東北大震災現地
支援
12 月　大阪高槻クラブと大阪茨木クラブがＹＭＣＡの
子供たちと各ＪＲ駅前でクリスマス街頭募金を実施
3 月　大阪茨木クラブワイズカップ少年サッカー大会を
サポート、地域奉仕活動を展開
３）ＥＭＣ事業
新入会員が参加の「若手の会」を数回実施、他の部会
も開催
４）国際・交流事業
12 月　大阪、茨木、セントラル 3クラブで合同クリスマス
例会を開催、大阪センテニアルクラブ、ハワイヌアヌクラ
ブの 50 周年記念例会に 4 名が参加、香港ボヘニアク
ラブへ 8 名参加
2 月　大阪西クラブがチャリテイー「ヴィオラコンサート」
を実施。90 名が参加
2 月　大阪土佐堀と大阪セントラルの合同例会で留学
生との交流の夕べを持つ
3 月　大阪センテニアルクラブが恒例の落語家桂吉弥
の「センテニアル寄席」を開催ワイズ、地域の人約 200
名が参加
3 月　台北アルファクラブ 60 周年記念例会に大阪クラ
ブから4 名が参加
５）メネット事業
大阪千里クラブの森田好子特別メネットよりメネット会に
50,000 円の寄付があった。

5 月8・9 日　東日本大震災被災地支援プログラム実施
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　「わたしとあなたの Y'sダムを YMCAと共に」の主
題で六甲部８クラブとともに１年間活動してきました。六
甲部のパートナーである神戸 YMCA が新しい地に与
えられた活動拠点、新館建築、活動等多くの視点から
のチェンジ！　このような大切な時期に部長という職務が
与えられての出発でした。部内８クラブはそれぞれの特
色を活かし、地域にとけ込んだワイズらしい活動をしてお
られる様子をクラブ訪問やブリテン等を通して実感させ
ていただきました。
　六甲部として大きく取り組んだ活動 2 点と部に関わる
決断の 2 点を挙げ今期の報告といたします。
1. 神戸 YMCA 支援事業としてのチャリティーイベント
の実施
　「すべての“いのち”がひかり輝くように」の主題のもと
６月から実行委員会を立ち上げ各クラブ、神戸 YMCA
一丸となって取り組み、１月 24日に約 500 人の参加者
と共にステンドグラスの素晴らしい神戸中央カトリック教
会の聖堂で以下のプログラムを実施しました。１）佐渡
裕氏が力を入れて育てておられる小学生～高校生のス
パーキッズオーケストラの軽快なプロローグ演奏に始まり、
２）大リーガーで活躍され現在野球解説者としてご活躍
の田口壮氏によるご自身の体験を通してのスピーチ、そ
して３）神戸 YMCA の水野（前）総主事のモデレーター
のもと、小学生から青年の 6 人による神戸 YMCA での
活動に関わって得られた、それぞれの歩みの体験談に
よるシンポジュウム形式のディスカッションでした。
　合計 110 万円（イベントの収益と各クラブからの献金）
を第二回評議会の席上で神戸 YMCA に新館建築募
金として献上する事が出来ました。
　六甲部各クラブの結束と交流、神戸YMCAのサポー
トクラブであるとの実感が得られた豊かなイベントになり
ました。
2.メネット事業希少難病患者支援チャリティーコンサー
トの実施

いのちの輝きは
ワイズ活動から

六甲部部長　多胡　葉子
（宝塚）　　　　

　4 月 4日に 305 人が参加し，神戸栄光教会で開催さ
れました。
　これは西日本区のメネット事業を受けての六甲部独自
の支援方法として実施されました。マリアハープの演奏、
希少難病研究者の東海大学佐藤健人准教授の講演，
県立長田高校コーラス部の合唱と内容の充実したプロ
グラムでした。この収益 208,143 円が西日本区（東海大
学佐藤ユニット）に寄付されました。
　また、西日本区大会ではメネット事業の最優秀賞とし
て、昨年に続いて表彰された西日本区でも高い評価を
得た事業でした。
　その他の特筆すべき動きとして以下の２点を報告しま
す。
1. 六甲部部則の検討
　前期からの申し送りとしての六甲部部則に関しての
検討は実行委員会のもと検討が重ねられ，今期としては
一部見直しという事で役目を果たすことが出来ました。
2. 六甲部からの 2017 ～ 18 年度の西日本区理事選出
に関して
　期末になって西日本区の理事指名委員会から2017
～ 18 年度西日本区理事候補選出を六甲部からと要請
され、重責を負わされた思いでしたが、みなさまのご協力
のおかげで理事候補を選出することができました。
　一年間の活動をこのように報告できます事は六甲部
役員の皆さま、クラブの皆さま、お一人お一人が支えて
下さった結果です。
　まさにいのちの輝きはワイズ活動からとの思いを実感
することが出来、この一年間の経験が今後の活動に活
かされて行くようにと願い感謝をもって報告いたします。
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私の部長考課表（可？）

瀬戸山陰部部長　早川　悟
 （鳥取）　　

　部長主題『一人一人は小さな力　ワイズ魂で大きな
輪に広げよう !!!』を掲げ、１年間ワイズ活動を行いました。

【成果の部】
第 13 回瀬戸山陰部部会
　「鳥取県は田舎」をテーマに 10 月４日（土）鳥取県智
頭町の山奥の旧山郷小学校で開催しました。
　木の香りが薫る木造校舎で、プログラムの第 1 部は
理事は教育長・部長は校長兼こづかいとし、第 2 部は 1
校時・2 校時と表記し、懇親会を給食と呼んだ「昔の小
学校風」の演出は好評でした。また、天然マイタケの天
ぷらをはじめ地元のおばちゃんの手作り料理を堪能して
もらいました。
　都会からＵターンした藤原和寛ワイズの「中山間地活
性化への取り組み」やクラブの支援活動が評価され、
鳥取クラブは優秀クラブ賞を受賞しました。

藤原和寛ワイズ講演「中山間地域の活性化策」

点から面への活動展開の芽生え
　瀬戸山陰部の活動は、姫路 2クラブを除きクラブ間
の距離が離れており、交通網未整備のため各クラブ毎
の「点」の活動となっており、クラブ間相互の「面」（メン）
の活動をどう進めていくかが課題でした。
　そんな中、岡山クラブが 4 月例会を姫路クラブと合同
で 4 月 29日（水・祝）姫路ＹＭＣＡ太子キャンプ場にて
開催してくれました。ＹＭＣＡせとうちやユースメンバーも
参加し、キャンプ場整備を通じて交流を促進することが
できました。今後も面（メン）の活動を地道に続けていきま
しょう。

太子キャンプ場整備の共同作業

・ユースとの交流
第２回評議会（4 月4日（土）開催）で姫路Ｙ３の山田麻
里さんより昨年インドで開催されたＩＹＣ（インターナショナ
ル・ユース・コンボケーション）の参加報告を聞き、ユース
との交流を図りました。

山田麻里さんのＩＹＣ報告

【反省の部】
ＥＭＣ活動の不芳
　ワイズ活動を大きな輪に広げる為には、会員増強が
重要といいながら、ＥＭＣ100 推進チームを稼働できず、
会員数は６月末現在 70 名を切ってしまい、減少傾向に
歯止めをかけることができませんでした。これは、部長た
る早川の責任と痛感しております。

【感謝の部】
　部長職拝命の 1 年は私の人生で本当に貴重な体験
となりました。ワイズの良さ・醍醐味を知ったとまではいえ
ませんが垣間見た思いです。この経験を今後のワイズ
活動に活かします。「できなかったこと・やり残したこと」が
多く、心苦しい限りです。
　最後に、瀬戸山陰部の皆様、またご支援いただいた
すべての皆様に感謝申し上げます。１年間、本当にあり
がとうございました。
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部長職を経験して
西中国部の誇り広島メネット会について

西中国部部長　森重　雅伸
 （岩国）　　　

　輪番とはいえなぜ私がと思いつつ、部長としての重責
に悩みつつ、そして今期が早く終了してほしいと願いつつ
の一年でした。ただ、あっという間の一年ではありましたが
…。
　今期がスタートした時点では、自分の会長時のように一
年の計画を早めに立ててあり、ある意味段取り９割の安直
な考えでスタートしたわけです。
　ただし、各クラブや各部の部会などに参加して雰囲気
を感じた率直な感想としては、同じワイズメンズクラブとい
えどもこんなにも違いを再認識したことはありません。
　それは、思い ?　考え ?　意識 ?　情熱 ?　いろんな
差を感じ思い知らされました。
　この自分が感じた思いを自クラブメンバーに伝えてもな
かなか共有できるものではありませんが、経験に勝るものな
しで、熱意を少しは感じてくれたはずです。
　さて、西中国部も広島西クラブが解散し、６クラブでス
タートとなり、前期末に発足した１００人委員会の目標に
は、とても大きな壁となってしまいました。次期の渡邊悦
司部長には、申し訳ない気持ちです。
　では、本題に入ります。部の活動そのものは、活動報告
書にも記載していますので、ここでは西中国部の部長とし
て特に活動が顕著であったメネット会について、書き留め
たいと思います。
　西中国部には、広島、福山、呉、東広島、岩国、岩国み
なみの６クラブが存在していますが、その中で唯一メネット
会があり、組織的に活動しているクラブは広島クラブのみ
です。しかもその活動は非常に活発です。
　活動記録の一旦ですが、昨年度だけで
7 月10日（木）メネット会活動始動決起大会（稲茶）8 名   
　参加
24日（木）ホノルルウェルカムパーティー手料理提供
30日（水）Ｋｉｃｋ−ｏｆｆ月　納涼例会（半べえ庭園）
8 月3日（日）「Ｉ　ＰＲＡＹ」公演支援メン・メネット16 名
　参加
18日（月）ハノーバーフェアレルパーティメン・メネットによる
　手料理提供
9 月20日（土）メネットの月　メネット例会　メン・メネット17

名参加
10月4日（土）チャリティー
バザーの値付け（和室）
　メネット5 名参加
5日 （日）広島ＹＭＣＡチャ
リティーバザー「のみの
市」　メネット6 名参加
26日（日）第 24 回カソリッ
ク廿日市教会「愛とふれ
あい」　バザー（廿日市
教会）“ジャガバターとパ
ンプキンスープ　販売“メン・メネット12 名参加
11 月12日（木） 新年合同例会にて販売予定のケーキ
　試作会（赤羽邸）
　“メネット事業国内プロジェクト「希少難病患者」支援活
　動のためのケーキ“　メン・メネット7 名参加
23日（日） チャリティーラン（広島中央公園）豚汁 500 食
　提供　メネット7 名参加
等々2014 年の一部であり、活動はメンをしのぐ勢いといっ
ても過言ではありません。メネット会の皆様は、メネットとして
の立場を十分に留意され、メンを立てて陰日向に力添えさ
れています（この気持ちは、すべてのメネットの皆様同じだ
とは思います）。西中国部の部長として、大変頼りがいが
あり助けていただきました。このメネット会を、各クラブにと
は思いますが一朝一夕にはいきません。しかし、両輪となっ
てクラブ運営がスムーズに、そして成功体験を積み重ね
ていくことは、おのずとワイズ運営クラブ運営すべてにつな
がります。また、西中国部としても広島メネット会の皆様には、
重要な行事のほとんどを委ねているといってもいいぐらい
であり、感謝の気持ちで一杯です。
　そして、いまさらながら思うことは、殺伐とした世の中に
あってワイズメンズクラブはボランティア団体の中でも一輪
の花として咲き続けていくことが大事だと思います。憎みあ
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五足の靴

九州部部長　亀浦　正行
　　　　　　　　　 　　　（熊本にし）

　明治４０年（１９０７）年の夏、与謝野寛、北原白秋、吉
井勇、太田正雄（木下杢太郎）、平野万里の５人が天草
島を旅した。与謝野以外は無名の学生だったが、近代文
学にエキゾティシズムを胚胎させた紀行文 ｢ 五足の靴 ｣
を上梓した。この頃の若い芸術家たちは、新芸術運動を
展開しており、この ｢ 五足の靴 ｣ は日本耽美派運動の起
源となった。（九州部部会のエクスカーションで訪れたキリ
シタン記念館で購入した本に記述されていました）
　新しい何かが蠢きだす時、そこには若い力がある。その
蠢きが始まる前提として、良いも悪いも厳然として存在す
るのが、時を超え、凌ぎを削り引き継がれてきた｢ 形 ｣です。
この ｢ 形 ｣ が頑強な程、新しい蠢きも激しいものになるこ
とを歴史が示しているようです。
　この二つの概念が、時の流れの中で鬩ぎ合い、しのぎ
を削って時代が作られてきました。
　YMCA の始まりも10 人足らずの若者でした。ワイズメ
ンズクラブの始まりも、たぶん同じシチュエーションなので
しょう。
　私の九州部部長の活動も、その歴史
の一端を担いたいなどと密かに豪語して
いたら、あっと言う間に、いや、｢ あっ！｣と
言う間も無く終わってしまいました。｢ つわ
ものどもがゆめのあと｣の心境です。ただ、
私にとって、生い茂った草は、大言壮語
の部長を叱咤し、時を忘れて走り回って
いただいた役員はじめ、九州部の誇り高
いお一人おひとりの姿と重なります。　
　６月の西日本区大会で、九州部の各ク
ラブの活動は、７分という与えられた時間
の中で凝縮してご報告させていただきま
した。
 九州部のすべてのクラブが、自クラブの
歴史を背負い、誇り高い活動をされており

ます。抱えた課題にも真正面にとらえて、その対応を協議
されておられました。
 先にあげた ｢ 若い ｣ は、いわゆる｢ 生きてきた過ぎ去っ
た年齢 ｣ のことではありません。果敢に挑む｢ 想いの若さ、
今から年齢 ｣ のことでしょう。多く生きて得た知識や英知
に加えてこれから挑む若さ年齢がある。まさしく｢ 鬼に金
棒 ！｣とはこのことです。
　九州部は、今後数年の間に、間違いなく２０クラブを超
えます。部長職を務めさせていただく中で、そのエネルギー
をひしひしと感じました。　各クラブのメンバーも益々増え
ていくことでしょう！
　亀浦部長期は、博多オーシャンクラブが幕を下ろしま
したが、オーシャンのメンバー各位は宣言されていました。
｢ 想いは YMCA、ワイズとともにあります！｣と。
　西日本区にはご心配をかけてしまいましたが、九州部
の各クラブに ｢ 五足の靴 ｣ の足音が響いています。
　今後は九州部のメンバーの一人として、部長経験で得
られたものを生かして、微力ではありますが、ワイズダムの
発展に寄与するよう努めて参ります。
―あなたからわたしへ　わたしからあなたへ―

う場でもなければ、噂話に貴重な時間を浪費している場
でもないはずです。私も、今期はもう一度原点に立ち返り
会長として行動しようと思っています。
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委 員 会 活 動 報 告

ワイズメンズクラブの
未来のために
ワイズリーダーシップ開発委員長

藤井　久子（神戸ポート）

　ワイズリーダーシップ 開 発 委 員 会（ 以 下 LD＝
Leadership　Development）が、大きな 2 度の研修会
を無事終えることができましたこと、皆様のご協力のおか
げと深く感謝申し上げます。前期より次期役員研修会の
開催が、1 月から10 月に変更となり、翌年３月開催の次期
会長・主査研修会までに、次期役員の皆様には十分に準
備いただくことができるようになりました。
　研修会は、『準備万端・備えあれば憂いなし』という言
葉通り、次期役員の皆様が研修会に備えて早くからご準
備いただくことで、中身が充実して良い研修になります。皆
様がご準備いただくことによって研修会の成果も変わって
くるように思います。
　経験の浅いメンバーがお役を担われる機会が増え、現
マニュアルには記載の必要のなかったものが必要になり、
変更が必要になったもの、記載の必要のなくなったものが
あり、今期、各種マニュアル改訂プロジェクトを立ち上げま
した。役員経験のない私がこの大役を拝命して 4 年間、
無事に終えることができましたのは、皆様のご指導・ご協
力のおかげと重ねて感謝申し上げます。
次期役員研修会　
2014 年 10 月25日（土）～ 26日（日）於：ホテルクライトン
新大阪
　次期役員、現役員の６１名の参加で開催されました。
松本武彦理事による現況報告、吉本貞一郎元理事による

「役員の心得」、遠藤通寛次期理事の方針発表をはじ
め様々なレクチャー、グループ討議、役員に必要な「議事
進行（会議の進め方）」、親睦を深めるフェローシップアワー
等次期に向けて熱い時間が持たれました。
次期会長・主査研修会
2015 年 3 月7日( 土 ) ～ 8日(日) 於：新大阪コンファレ
ンスセンター
　この会場での研修会も定着し、アクセスの良さから１７５
名の参加者がありますが、部分参加者が増加しているの
が課題になっています。クラブ・部・西日本区発展のため 2
日間を通し、タイトなスケジュールですが、次期への学びを

しっかりと持っていただきました。クラブ・部を越えて集まっ
た仲間が互いに励まし合って、ワイズの理想に向かって
活動していただくよう願ってプログラムを組んでまいりまし
た。岡本就介元 LD 委員長の「ワイズメンズクラブの未来
のために」でワイズスイッチを入れたところからスタートしま
した。会長様へのレクチャーでは、初めての会長にはきめ
細かく基本を、経験者会長にはやる気を持って活動できる
ようにしております。レクチャー後、「このレクチャーを受けも
う一度活動方針を立て直す」というお話をいただきました。
　ワイズメンズクラブは、自己研鑚（自分の能力や考えをよ
り良いものにすること）、学びの場だと思います。メンバー
同士での交わりを通しての生涯成長を目指したいもので
す。
　次期は、経験の深い船木順司委員長（京都トップス）に
バトンタッチします。若い前向きな LD 委員会のメンバーと
未来のワイズメンズクラブのためご活躍をお願いいたます。

最初の 1 年で

広報･情報委員長　加藤　信一
（京都トップス）

　今年度からの事業の見直しにより、広報事業主任が
いなくなり、広報委員会と情報委員会が一つになって広
報・情報委員会になりました。これかの委員会のあり方を
考えながら、メンバーの皆さんの活動情報を収集し広報
につながることが大切だと思います。それによりワイズメン
ズクラブの認知度・好感度を高めていければ良いと思わ
れます。
　最初の 1 年では、西日本区ホームページもリニューア
ルされ、メンバーの皆さん及び外部の方にワイズメンズク
ラブの活動を通じて、広報及び情報の共有できる媒体と
してホームページが活用できるようにいたしました。
　各事業主任様からは事業報告等をいただて充実し
たことにより、ホームページの活性化につながっています。
また、各クラブのイベントや奉仕活動等の情報をいただき、
トップページで活動の報告及び写真をＵＰし、広報活動
に役立てていただきたく、メンバーの皆様からのＵＰ依頼
をお待ちしております。（ただし、情報提供していただく際
は会長から部長へ、部長から理事スタッフに提出してい
ただきますようお願いいたします。）
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クリスチャニティー委員会
２０１４年度アンケート報告

クリスチャニティー委員会委員長
　田上　正（熊本むさし）

クリスチャニティー委員会（2015−2016 年度）
田上　正、江見　淑子、西村　清、高田　敏尚、
永井　康雅、大田　厚三郎、三浦　克文、
藤井　久子、益国　隆人
　ワイズメンズクラブ国際協会はキリストの教えに基づ
く活動を、その基本方針としている。ワイズメンズクラブ
会員のクリスチャンの割合は過去の調査では 21％～
24.6％であり、日本のクリスチャン人口１％未満に比較し
て有意に多いものの、ワイズメンズククラブ会員全体の
割合からすれば少数派である。
　多数を占めるノンクリスチャンのメンバーに、キリストの
教えを伝え受け入れてもらう努力は、ワイズメンズクラブ
のアイデンティティーを維持する上にも重要である。そこ
で各クラブの現状およびクリスチャニティー委員会に求
められていることを知るためにアンケート調査を実施する
に至った。これまでに 1998 年度、2004 年度、2010 年度
の 3 回にわたり各クラブ会長を対象にアンケート調査を
実施した。ワイズメンズクラブ国際協会西日本区におけ
るクリスチャニティーに関する状況の推移を把握しクリス
チャニティー委員会の今後の活動にフィードバックするこ
とが求められる。
目的
１）ワイズメンズクラブ国際協会西日本区の各クラブのク
リスチャニティーに関する事項を調査し、1998 年、2004
年度および 2010 年度の報告と比較する。
２）各クラブがクリスチャニティー理解のために行ってい
るプログラムを知る。

　この委員会では、公式メーリングリストの維持管理も含
まれています。各クラブのメール委員のメールアドレスの
変更等があれば、今のシステムではすぐに西日本区理
事事務局が変更できませんでした。次年度からはそれ
に対応できるように、サーバー等の変更を今期でいたし、
円滑にできるようにいたしました。
　この一年の皆様には、多大なるご協力やご指導いた
だき、支障なく円滑に業務の遂行できたことを感謝申し
上げます。本当にありがとうございます。

３）クリスチャニティー委員会への要望事項を調査し、今
後の活動に活かす。
方法
　西日本区の各ワイズメンズクラブのクラブ会長に、
2015 年 1 月 1日付けの半年報をもとに表 1 の調査項
目アンケート調査を依頼した（表 1）。西日本区 85クラブ
全てから郵送・メール・FAX で返信を受け回答を得た。
6クラブで 1 月1日時点での半年報報告人数と若干の
差があったが、回答時のクラブ会員数であることを確認
した後集計処理を行った。
結果
　クリスチャン人口は、1998 年度の同調査では西日本
区全体で378 名（21.0％）、2004 年度では417 名（24.6％）
であった。 ただし、1998 年度と2005 年度アンケートはと
もに、YMCA 連絡主事が集計に入っているか否かの
区別が明らかでない。この間のクリスチャン人口の割合
には大きな変化はなかった。前回アンケートを実施した
2010 年度のアンケートでは、348 名（21.6％）または 430
名（25.4％）、前者が連絡主事を含まない会員のみの人
数で後者には連絡主事を含む、であった。 
　2014 年度アンケートに基づくYMCA 連絡主事を除
く1511 名の会員中、クリスチャン会員は 297 名であり
19.5％ (21.6%) を占めた。2010 年度調査に比し、会員
数は 9.5％減少、クリスチャン会員数は 14.7％の減少で
ありクリスチャン会員の減少が認められた。
　2010 年度と比較すると、 部ごとでは中部 37.3％

（32.1％）、びわこ部 15.6％（13.8％）、京都部 3.9％（4.4％）、
阪和部 18.5％（28.5％）、中西部 28.9％（32.5％）、六甲
部 50.7％（49.2％）、瀬戸山陰部 40.3％（43.8％）、西中
国部 10.0％（16.6％）、九州部（19.5％）21.2％であった。（　）
内は 2010 年度。
YMCA 連絡主事を加えると、1589 名中 372 人のクリ
スチャン会員・連絡主事で 23.4％（25.4％）であった。部
ごとでは、中部 40.0%(34.6％)、びわこ部 20.2% (17.6％)、
京 都 部 7.1%(7.8％ )、阪 和 部 23.5%(32.7％ )、中 西
部 33.6%(36.8％ )、六甲部 53.5%(52.1％ )、瀬戸山陰
部 43.4%(46.4％ )、西中国部 17.1%(22.6％ )、九州部
23.6%(25.4％ ) であった
　調査した 3 つの年度の部毎のクリスチャン会員の割
合を表 2 に示す（表 2）。
　クラブ会員の中に教職者がおり、チャプレンの役割を
果たしているクラブが 16クラブ（18.8％）であった。一方
で例会時の開会祈祷または食前感謝などのキリスト教
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に関連した式次第が 88.2％のクラブで実行されており、
聖句に対する学びの時間を持つクラブが数クラブあっ
た。また、例会の中で礼拝を実施しているクラブが 1ク
ラブあった。ブリテンへの聖句や聖句の解説の掲載も
90.7％のクラブで行われていた。祈祷や聖句の解説は、
チャプレンを有さないクラブではクラブ内のクリスチャン
会員がその役割を担当していたが、西日本区理事通
信に掲載されている西日本区チャプレンが投稿している

「今月の聖句」を掲載しているクラブもあった。
　キリスト教に関する行事の中ではクリスマス例会が多
く、88％で実施されていた。特にクリスマス例会時には、
例会を教会で開催したり聖書に関する学びの機会を
作っているクラブがあった。クラブの単独行事ではない
が、市民クリスマス行事に都市 YMCAとともに参加・協
力しているクラブも数クラブあった。
　１クラブでクリスチャニティーの必要性を感じないとい
う記載があった。同クラブでは例会時のキリスト教に関
連した式次第は実施していなかったが、ブリテンへの聖
句の掲載は行っていた。「クラブ例会でビジターに宗教
的雰囲気を過度に感じさせないようにする」配慮から、
2010 年度のアンケートで宗教行事を敢えて行わないと
回答したクラブは、2014 年度のアンケートでも同様の方
針が継続されていた（参考 1）。
　クリスチャニティー委員会に対する要望としては、キリ
スト教に関する講義の提供、「聖句の解説」適切な参
考書の紹介または解説冊子の発行、月間目標に沿った
聖句の紹介や祈りの紹介、自己成長につながる聖句の
紹介があり、次期会長・主査研修会でのキリスト教に関
連する式次第を取り入れた模擬例会の実施、クリスマス
やイースターなどのキリスト教に関係する行事や暦の紹
介を望む回答があった。2010年度アンケートにあった、「東
日本区との連動」や「YMCA スタッフへの働きかけ」と
いう要望の記載はなかった。　
考察 
１）クリスチャン会員の占める割合の推移について
　1998 年度と2004 年度のアンケートの集計結果は、
各年度のメンバー数の推移を考慮する連絡主事を含
んだ可能性が高い。クリスチャン会員の占める割合は、
1998 年から2010 年までは大きな変動はなかったことは
前回のアンケート結果の中で報告した。しかし、2010 年
度と2014 年度の比較では、連絡主事を除く会員数の
減少 9.4％に比し、クリスチャン会員は 14.7％減少してお
り、クリスチャン会員の減少が認められた。ワイズメンズク

ラブの歴史から高齢の会員のクリスチャンの割合は若
い世代に比べ高い。特に阪和部や中西部のクリスチャ
ン会員の減少は、高齢会員の退会がクリスチャン会員
の減少に影響し始めた結果と推察された。
　クリスチャン会員の割合が多い六甲部、中西部、瀬
戸山陰部、中部では、同一キリスト教教会に連なるクリ
スチャンのワイズメンズクラブへの奉仕や、エキュメニカ
ルなクリスチャン同士の交わりからワイズメンズクラブの
設立への動きなどの歴史が、クリスチャン人口の維持を
継続しているのであろう。
　京都部のクリスチャン会員の割合の低さは他の部と
比較しても顕著であった。この傾向は 1998 年度の調査
以来続いている。教会を介したクリスチャンのつながりよ
りも、YMCA を介した、あるいはより緩やかな人脈の中
での会員増強の成果がノンクリスチャン会員の増加、言
い換えるとクリスチャン会員の割合の低さの原因である
と思われる。しかし京都部各クラブ全てが、キリスト教に
関連した式次第を例会で実施しクリスマス例会も開催
している。京都 YMCA に対する人的経済的な貢献も
高く、京都部のワイズダム活動を引っ張ってきたノンクリス
チャンの多くの先達が、キリスト教理解に大きな理解を示
してきたことを窺わせる。宗教にこだわらない EMC 活
動の歴史は京都部の力強さの核心であろう。ここからク
リスチャニティーに敬意を払いながらノンクリスチャン会
員を多く獲得してきた EMC 活動を学ぶべきであろう。
２）クリスチャニティー理解のための各クラブの取り組み
　多くのクラブで、キリスト教理解の取り組みが継続され
ていた。クリスチャニティーはワイズのバックボーンである
ことは明白であるが、初めて例会に参加するビジターへ
の配慮も必要であろう。キリスト教の雰囲気を心地よく感
じなければ、ワイズへの入会や会員継続には繋がらな
い。ワイズの例会に参加することでキリスト教に触れるこ
とができて良かったと思えるような雰囲気作りがキリスト
教理解への第一歩と考えるべきであろう。このような観
点からの、ブリテンへの聖句の掲載や、開会祈祷または
食前感謝など工夫を凝らした個々のクラブの取り組みに
期待したい。
　1 つのクラブからクリスチャニティーの必要性を感じな
いとの回答があった。同クラブは YMCA への奉仕や
YMCAを介しての地域奉仕に大きな働きをしているク
ラブである。YMCA はクリスチャニティーを働きの柱とし
ている。むしろクラブの存在というよりもEMC に関しては
必要性を感じないと考えているのかもしれない。
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３）クリスチャニティー委員会への要望
　前回 2010 年度のアンケートにおいて、クリスチャニ
ティー委員会への期待の中で「東日本区との連動」が
あった。日本区が東西に分かれ 18 年が経過した。この
間、西日本区では 2003 年第 7 代大野嘉宏理事期に
クリスチャニティー特別委員会が設立された。そして 10
年後の 2013 年第 17 代高瀬稔彦理事期に特別委員
会から常置委員会に組織変更がなされた。一方、東日
本区ではクリスチャニティー委員会の設立の動きはな
い。筆者は 2011 年度から東京に転勤したことから、東
日本区、特に東京にあるクラブ例会や合同例会に参加
する機会を得るようになった。例会では西日本区とはほ
とんど同様の式次第で例会は進行する。東日本区では
クリスチャニティー委員会の必要性を感じないほどに、
個々の会員にクリスチャニティーが根付いているのであ
ろうか。また、多くの会員を迎えるために敢えてクリスチャ
ニティーを表に出さないようにしているのであろうか。筆
者の 4 年間の経験からは 2 つの仮定は両方共に「そ
の通り」ということであった。これまでの歴史は多くの学び
と工夫を必要としてきたのであろう。単純に東西を比較
できないというのが実感であった。但し、西日本区のクリ
スチャニティー委員会の紹介をすると、多くのワイズメン
は興味を示し存在を肯定してくれた。
　かような東日本区の現状を考えると、一党一派に偏重
しないクリスチャニティー委員会の存在は貴重であると
思われる。毎年の次期役員研修会や次期会長・主査研
修会においてキリスト教理解講座が開講される。全ての
ワイズメンにワイズとキリスト教の教えの接点について、で
きる限りわかりやすく話すことをいつも優先している。ワイ
ズ運動の基盤にあるキリスト教は西洋文化の理解にも
役立つことや、先輩ワイズメンのキリスト教理解やキリスト
教に対峙する態度について、ワイズ読本やワイズ必携な
どのテキストを使用して説明してきた。この際、すべての
宗教に対する配慮と尊敬の念を忘れないことや、ワイズ
に入会して初めてキリスト教と触れ合った会員に受け入
れられる内容であるようにこれからも努力すべきであろう。
宗教は個人の琴線に触れるデリケートな部分を持つ。そ
こには押し付けがあってはならない。クリスチャニティー
委員会の活動が多くの会員にとって気になる存在にな
るのであれば、自ら関心を持って胸襟を開いて、研修会
でのキリスト教理解講座や研修会や役員会、区大会で
開催される礼拝にも入ってこられることを祈りたい。
　「会員を増やすのにキリスト教が邪魔になる」という意

見を今でも聞くことがある。どのように素晴らしいものでも、
価値観を押しつけるように感じるのであれば窮屈に感じ
るであろう。しかしワイズメンズクラブがキリスト教によって、
どれだけ世界中とつながりYMCAと共有する世界を
持っているのかというプラスの部分を分かってもらえるよ
う努めるのはクリスチャニティー委員会の存在理由でも
ある。
　キリスト教の精神（愛に根ざした生き方、方針）は大切
であるが、あまりにも教会的なやりかたをワイズの活動・
行事に適用するのは適切でないと考える。ＹＭＣＡも同
様にワイズメンズクラブは、伝道の働きを持つ教会ではな
くキリスト教に触れることができるところであることを、クリ
スチャンのメンバーが理解すべきであろうと考える。
４）クリスチャニティー委員会の今後の在り方について
　クリスチャニティー委員会に託された使命は、2004 年
3 月に発表した“ワイズメンズクラブにおける「キリスト教」
理解についての指針”（参考２）に明記してあるとおりキ
リスト教をワイズの文化としてメンバーに受け入れてもら
うことにある。ノンクリスチャンメンバーへの配慮を忘れず、
各クラブの運営に役立つ働きを第一に考えたうえで要
望・意見に応えるべきであろう。
　2015 年～ 2016 年期から、クリスチャニティー委員会
のメンバーにノンクリスチャン会員にも入ってもらった。ノン
クリスチャン委員には、クリスチャニティー委員会の活動
が、ノンクリスチャンの視点から過大な強調がないか、ま
た逆にノンクリスチャン会員の視線を気にしすぎて活動
に萎縮をきたしていないかなど、積極的に意見を述べて
いただき、クリスチャニティー委員会の透明性を上げて
いただく働きを期待している。今後もノンクリスチャン委員
を増やす努力をしたいと考えている。
　西日本区理事通信には、江見淑子チャプレンが毎月

「今月の聖句」とその解説を連載している。クラブブリ
テンの聖句を担当できるクリスチャンがいないクラブから
は、ブリテンへの掲載の許可を求める連絡も来るように
なった。ブリテン掲載用の聖句の紹介、祈りの文例集、
キリスト教の行事紹介・解説など、西日本区ホームページ
や理事通信を利用したクリスチャニティー委員会の働き
が求められている。
謝辞
　この報告は、クリスチャニティー委員会にとってワイズメ
ンズクラブ西日本区のキリスト教理解にどのように貢献す
べきかを知る財産である。本アンケートに協力いただいた、
2014 ～ 2015 年期の各クラブ会長、2014 ～ 2015 年期
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松本武彦理事および役員の皆様に深謝する。
〔表１〕 クリスチャニティー特別委員会による各クラブへ
のアンケート調査
１．クラブ名
２．所属部
３．２０１５年１月１日（後期半年報に記載された数値）現
在の在籍会員数は何名ですか？（広義・功労会員を含む）
　連絡主事を含めて　名　連絡主事を除くと　名
４．３の中でキリスト者の人数（ただし連絡主事を除く）
５．牧師、伝道師、神父など教職者、クラブチャプレンがク
ラブにおられますか？
６．例会の時に実施していることがあれば○で囲んでくだ
さい（定期、不定期に拘らず）
　a. 開会祈祷　ｂ．食前感謝　ｃ． 聖書朗読　ｄ． 讃美
　歌斉唱（ワイズソングを除く）　e． 主の祈り　ｆ．聖書の
　勉強　ｇ．その他（　　　　　　　　　　　　　）
７．ブリテンに掲載していることがあれば○で囲んでください
　a. 聖句（聖書の箇所を記載）　b. 聖句の解説　
　c. 讃美歌掲載（ワイズソングを除く）　d. 主の祈り　
　e. その他（　　　　　　　　　　　　　）
８． 特にキリスト教に関して実施していることがあれば○
で囲んでください
　a.クリスマス例会　b. イースター例会　
　c. 聖書の勉強　d. 讃美歌練習
　e. その他（　　　　　　　　　　　　　）
８．クリスチャニティー特別委員会への要望があればご
記入ください。

　1998 年度、2004 年度は、対象に YMCA 連絡主事
を含んでいたか否かが不明。
2010 年度、２０１４年度は、（　）内に YMCA 連絡主事
を含むデータを記載。
参考１：クラブスタートがほとんどクリスチャンメンバーのみ
で発足、その後会員増に際し弊害を感じたようで敢えて
キリスト教色を消そうとしてきた歴史がある。
参考 2：ワイズメンズクラブにおける「キリスト教」理解につ
いての指針

〔表 2〕 ４つの年度における各部のクリスチャン会員の割合（％）小数点第一位を四捨五入
　

　%
中部 びわこ部 京都部 阪和 中西部

中国部
九州部六甲部 瀬戸山陰 西中国

1998年度 38 12 4 32 26 34 26
2004年度 35 17 6 34 34 46 43 18 27
2010年度 32（35） 14（18） 4（8） 29（33） 33（37） 49(52） 44（46） 17（23） 21（25）
2014年度 37（40） 16（20） 4（7） 19（24） 29（34） 51(54） 40（43） 10（17） 20（24）

　ワイズメンズクラブは、あらゆる信条信仰の人がより良
い世界を築くために、互いに尊敬と愛情をもって活動す
る組織です。この国際的な組織の活動の基盤をなすの
は「イエス・キリストの教え」であります。
　理解しなければならないことは、ワイズメンズクラブに
おける「イエス・キリストの教え」とは、西日本区定款にあ
るように「イエス・キリストが示された愛と奉仕の実践を目
指す」ということであって、決して信仰や教会生活を強
要するものではないということです。
　ですから、ワイズメンズクラブに入会するということは、
そのことによって全てのメンバーが「イエス・キリストの教
え」を知る機会を与えられるということであります。
　国際憲法 1 条 1 項の「イエス・キリストの教えに基づき」
というのは、クラブメンバーがイエス・キリストの教えられた
ことを知り、その教えを受け入れることによって、そのこと
が、クラブ運営やメンバー一人一人の個人的な生活の
手引きになるということです。
　以下のことはキリストの教え、あるいはキリスト教とどう
関わりを持つことができるかという示唆になるものです。
①毎月のブリテンに聖書の言葉を掲載すること。
②キリスト教理解のために、ブリテンに聖書の言葉の説
明開設欄を設けること
③クラブ例会の際には聖書の言葉を読み、また例会で
の食事の前には、友との交わりと健康と食事を与えられ
ていることへの感謝を祈ること。
④クリスマスのようなキリスト教に関わる行事には、家族
や友人と参加すること。
⑤「イエス・キリストの教えに基づき」ということを理解する
ために、少なくとも一年に一度は特別なプログラムを持つ
こと。
　上に述べたことは、既に大部分のクラブで実施されて
いることと思います。上の事柄を実行に移そうとする時
心がけなければならないことは、わかりやすい平易な言
葉を用いることで、聖書で語られている意味を理解しや
すくすることです。そうすることで宗教的な障壁を低くす
ることになります。
　私たちはいろいろな宗教の中で生活しています。だか
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あっという間に
１年間が過ぎました

文献保存委員長　濱田　勉（奈良）

　西日本区第 18 期は、松本理事のリーダーシップのもと、
熱心にご活躍された西日本区役員の皆さんの御かげで
無事に終了しました。ワイズダム発展のためにご奉仕い
ただいた多くの方々に感謝いたします。
　１年間を振り返って見て、私自身あっという間に１年間
が過ぎた感じがしますが、文献保存の実作業は、西日本
区事務所で行っていただき、また、ヒストリアンの大槻ワイ
ズに西日本区事務所に出向いていただいたりと、御世
話になりっぱなしで心苦しい限りです。来期も引き続き文
献保存委員長に選任されていますので、今期やり残して
いることを来期に実現したいと考えています。
１年間、本当にありがとうございました。
＜文献保存委員会メンバー＞
三浦克文ワイズ（岡山クラブ）、吉本貞一郎ワイズ（熊本
クラブ）、井之上温代ワイズ（滋賀蒲生野クラブ）、坂本
千春さん（西日本区事務所）

らこそいろいろな宗教に対して寛容でなければなりませ
ん。ですから、宗教観で対話することは良いことですし、
また大切なことでもあります。

2004.3．西日本区クリスチャニティー特別委員会

クリスチャニティー委員会活動から
クリスチャニティー委員長　田上　正（熊本むさし）

　2008 年 7 月、故長井潤ワイズから委員長を引き継ぎ
8 年目を迎えています。その間特別委員会から常置委
員会にとなり、次期役員研修会や次期会長・主査研修
会でのキリスト教理解講座や研修会・役員会での早天
礼拝が多くのワイズメンに受け入れられるようになったこ
とは大きな感謝です。
　松本理事期に各クラブ会長にお願いした 4 回目のク
リスチャニティーアンケートの集計・報告も済み、松本理
事期の区報第 3 号に掲載いたします。大多数のクラブ
が何らかのキリスト教理解のための活動をされているこ
とを知りうれしく思います。会員のキリスト教理解が私た
ちの存在目的ですが、西日本区ワイズメンの 80％近くを
占めるノンクリスチャンの視点が大切であると考え、今期
より広島クラブの益国隆人ワイズに委員会に入っていた
だきました。アンケートや報告、資料などを作成する際に
は、分かりやすい内容か？押しつけがましくないかなどを
ノンクリスチャンの目で見ていただこうと思っています。来
期には更にノンクリスチャンの委員を増やしたいと思いま
す。興味のある方は何とぞご連絡ください。
　益国ワイズに加え、京都部からクリスチャンの高田敏
尚ワイズに委員会に入っていただきました。丁度京都部
部長をされているので、役員会でいつもお会いしていま
す。お話しするうちに、私の甥っ子と同じ系列の学校に
お勤めであり、甥っ子の良き指導者であることが分かりま
した。これもワイズが取り持ってくれた不思議な縁と思っ
ています。
　江見淑子チャプレンが理事通信に掲載されている

「今月の聖句」も好評で、いくつかのクラブではクラブブ
リテンの今月の聖句に採用していただいています。西日
本区理事通信○月号「今月の聖句」よりと、出典を記載
していただけると良いかと思います。江見チャプレンに
は講座や奨励もお願いすることが多く負担をかけすぎて
いないかと心配しています。そこで、来期からチャプレン
複数制を導入することについても検討中です。ワイズとク
リスチャニティー委員会の活動を理解してくださる新し

いチャプレンが授かることを祈っています。
　ワイズダムをいつも支えてくださる皆様に感謝して、「ク
リスチャニティー委員会から」をお届けいたします。在主。

記録・記憶力・注意力

区報編集委員長　三浦　克文
（岡山）  　

　区報編集にたずさわり、いつも頭の中にあることは「区
報を丁寧に読んでくださっておられるメンバーはどのくら
いかな？」「ワイズ運動、活動はＹＭＣＡと共にが基本で
すが、現実はどうかな？」などなど・・・・。そして、毎期の役
員会でその時々の実情にそった議案が審議され決まっ
たことが、役員会議事録として掲載されてきました。
　2014-2015 年度の松本武彦理事主題は「響き合い、
共に歩む」 ―心豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリッ
トをつないでゆく―です。毎期の理事は心からワイズメン
ズクラブ国際協会西日本区の発展を願い、主題を考え、
方針・計画を出され、研修会や各会を通し、ベクトルを合
わせて進めるよう切に願って重責を務めておられます。
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理事事務局長を終えて！

理事事務局長　石津　雅人
（大阪センテニアル）

　毎月の「理事通信」を期限通りに完成させ配信するこ
とを心がけて、この一年間を過ごしてきました。「理事通
信」を作る中で読みやすくするために一つの項目の内容
がページをまたがない様にする事と「目休め」でイラスト
を入れることを考えてきました。毎月の時期折々のイラス
トを独断と偏見でインターネットからダウンロードして入れ
ていくことは結構楽しいものでした。
　西日本区大会では各事業主任、各部部長の方々から
報告のパワーポイントを期限内に送っていただいた方と
期限を過ぎて送ってこられた方がありました。これはいつ
もの事ですが！ 期限を過ぎたある部長さんは部長自らが
周りの方に教えていただきながら大変苦労して作られる
様子を知り頭の下がる思いです。期限内に届いていれば

「◎」ですが、期限を過ぎていますので「△」ですかね。
　西日本区大会の前夜祭が終わって帰宅してからプロ
グラムの流れとパワーポイントを確認していきましたが、時
間設定を行っているところとそうで無いところがあり、どう
なるかなと思いながら大会に臨みましたが、案の定、時間
設定をしていないところは話が伸びて御迷惑をお掛けし
ました。物事はいい加減にするといい加減な結果しか出
ないようです。
　この一年間、充分に職責を果たせたかどうかは分かり
ませんが、皆様のご協力の下、無事に終える事が出来ま
したことに感謝しています。有難うございました。

　ワイズ活動ではお互いに「ありがとう、お世話になります、
よろしくお願いします」と心の繋がりを大切にして毎期の
目標に向かって努力しています。
　一方、今やメール通信・ホームページが中心で情報の
交換が行われています。クラブブリテンしかり、区や部か
らの情報伝達もメールです。時代の流れで当然でしょう。
しかしお互いの顔が見えない時の対応は？
　組織にとって大切な記録と私たちの記憶力は…。そし
て区報の記事を書いて下さる方、読んで下さる方の注
意力は…。他の大きな組織でも同じですが、会報は常に
ペーパーで発行され、関係者に配布されています。それ
は過去のことなど、いつでも取り出せ、必要なことを知る
ことができるからです。ここで大切なことが記録と人の記
憶力、注意力ですが、いかんせん人間、特に熟年以降
になると記憶力が衰えてきます。しかし、注意して読んで
くださっていると、必要な時、思い出すこともあるでしょう。
いつ何時、何があったかを知ることができる区報の活用
をお願いします。
　毎年、国内外で大きな自然災害が発生し、ＹＭＣＡと
協働し救援・支援活動が続けられてきました。3 年も経過
すればニュース・新聞もあまり取り上げられなくなり、やがて
記憶からも無くなりがちです。今やあまり情報は入って来
ませんが、まだ記憶に新しいネパール震災情報をお知ら
せいたします。この情報はＹＭＣＡ以外のＡＭＤＡ社会
開発機構（本部岡山）から許可を得て掲載しています。
　震災発生時では死者 8,856 人、負傷者 14,398 人、
全壊家屋 604,930 世帯、損壊家屋 288,856 世帯、全
壊教室 36,000 室、損壊教室 17,000 室、テント生活者
116,000 人。
　復興・再建に向けた活動は、
住居再建には被災地が山間部
で経済的に困窮していて、家屋
解体は、重機はおろか車も無く、
全て人力です。収入向上には
灌漑設備の設置、換金作物栽
培技術支援、女性組合を通じ
た作物販売促進。
安全な水の確保。
移動診療、医療施
設の修繕。教育へ
の支援として仮設
校舎の建設、子ど
も達 へ の 避 難 訓

練、スポーツ大会・文化
イベントの実施（子ども
達の笑顔、希望を取り
戻す）、集落の安全・防
災などです。
　支援できることの例
は 30,000 円で 1 軒の解体、20,000 円でトタン板 12 枚（1
世帯の仮設住宅に屋根設置、10,000 円で仮設住宅へ
配電工事、5,000 円で青年一人が建設技術訓練を受け
られる。ＡＭＤＡは多くの方々から支援金をいただきなが
ら、このような救援活動を続けています。ＹＭＣＡも現地
で救援活動を続けていますが、他のボランテイア団体の
働きを知ることも必要でしょう。
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第18回西日本区大会報告
～明日につなぐ澪標～『交・響・楽』

運営の軌跡と感謝

第 18 回西日本区大会実行委員長
吉田 由美（大阪なかのしま）

　6 月 13日のチャリティーゴルフコ
ンペ、前夜祭から始まり、14日15日
の大会と続いた第 18 回西日本区

大会は、盛況のうちに開催し完了いたしました事をここに
ご報告申し上げます。　　　
　梅雨の最中に行われるのが恒例となっています区大
会ですが、前日の大雨が嘘のように上がって、準備して
きた以上の演出効果で区大会のスタートを切ることが
出来ました。「渚のフラナイト」と題した前夜祭を盛り上げ
たのは、1 年も前から練習を重ねてきた、ワイズメンで作
るウクレレバンド『Maikai Ukulele Club』と俄かユニッ
トのフラダンスチームです。しかしこれらのバンドとダンス
チームには、中西部はもとより六甲部、阪和部、京都部か
らのメン・ウィメン・メネット達がメンバーとしてご参加下さり、
ハワイの海辺と化した会場を大いに盛り上げてくれまし
た。今回のように部の垣根を越えた、参加者が創り上げ
るスタイルの前夜祭は区大会としては珍しいものでしょう
が、お蔭で交流の輪が広がり、大会のテー
マである『交わり、響き合い、楽しむ』を実
感したひと時でした。終了後はご参加頂い
た沢山の方々からお褒めの言葉を頂き、ブ
リテンなどで話を聞きつけた海外からも『こ
んなに楽しそうな大会に参加したい』など
というメールも頂戴いたしました。
　大会 1日目では、実行委員長としては「時
間は予定通りだろうか、会場に対する皆様
の反応はどうだろう」等、気が休まる時は有
りませんでしたが、ここで本領を発揮したの
が仕事内容別に役割分担をした各委員
各委員長達でした。本職でもこうはいかな
いだろう、と思うほどの働きと連携で、予定よ
りもっと素晴らしい結果を引き出すことが出
来、懇親会やフェローシップアワーでも、ご
参加くださいました皆様に楽しんで頂けた
のではないかと思っております。
　又、大会の中でユースの活動を発表・展
示するコーナーを設け、大会のボランティア

スタッフとしてもユース達にお働き頂いたことが『～明日に
つなぐ澪標～』を YMCAとの共働という形で表現でき
たのではないかと思っております。
　大会 2日目の早朝の礼拝に続く第 2 部でも、予定時
間をどんどんオーバーして進んでいくプログラムに、「どこ
で取り戻そう、演者にどう伝えよう」と、お腹が痛くなるほど
の時間が過ぎていきましたが、なんとフィナーレでは予定
時間を 15 分も早めて終わることが出来ました。
　途中で心配したことが不思議と最後には全て上手く
いき、これこそワイズメンの底力と感激し、私達は守られ
ている事を実感いたしました。
　大会の運営に関しましては、実行委員長として反省
や不行き届きな点も沢山ありましたが、このような素晴らし
い西日本区大会を企画運営するチャンスを与えられた
事に感謝し、大きな幸せを感じております。これらは全て、
2012年7月より3年間に渡って、手を携えて準備にあたっ
てくださった中西部の実行委員とボランティアスタッフの
皆様のお蔭です。しかし、心よりの感謝と御礼は、ご登録
を頂き、大阪の地へお運びくださいました 773 名の全国
のワイズメン・ウィメン・メネットの皆様へ申し上げたいと思
います。本当にありがとうございました。
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司会の藤原正巳、小畠英恵両ワイズ

開会挨拶　松本武彦理事

畠中雅生ホストクラブ歓迎挨拶

区大会に先立ち開催された年次代議員会

代議員会報告
三牧　勉書記

理事引継式司会
高瀬稔彦直前理事

アジア地域会長
岡野泰和様

ご来賓の皆様

ユースリーダー活動報告

遠藤通寛新理事宣誓・挨拶

バナー入場

元理事懇談会に参加された皆様

前夜祭
メネットアワー

松本武彦理事から役員へ感謝

仁科保雄監事長年ご苦労様でした

ご苦労さまでした  次期よろしく

落語　桂  𠮷弥

YMCA主事会議

舞台裏で奮闘中のスタッフ

岩本悟次々期理事よろしく

吉本貞一郎・典子ご夫妻による理事引き継ぎ式

Backwoods Mountaineersによる演奏

主日礼拝　一木千鶴子牧師
説教「イエスはどこに」

奈良傳賞受賞おめでとうございます
東日本区理事
田中博之様

日本ＹＭＣＡ同盟総主事
島田　茂様
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吉田由美大会実行委員長挨拶

東日本区大会PR

次期西日本区大会PR

京都アジア地域大会PR

献金贈呈

最優秀クラブ賞おめでとう
近江八幡クラブ

新旧書記・会計交代

部長さん・事業主任さんご苦労様でした新旧理事事務局長交代
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山田孝彦ワイズ（大坂センテニアルクラブ）
生年月日　 1930年8月23日
クラブ入会  1982年7月20日(チャーターメンバー)
ワイズ歴
　1985年　クラブ会長
　1991年　中西部部長
　1998年　中西部書記
　2001年　西日本区広報事業主任
ＹＭＣＡ歴　
　1982年　大阪ＹＭＣＡ会員入会
　1988年　大阪ＹＭＣＡ「感謝状」受領

　30有余年に亘り、ワイズメンの模範生として積極的にワイズ運動に関与され、多大な貢献をしてこられました。
①欧米人以外の最初の国際会長となられた故鈴木謙介ワイズの名補佐役として、同ワイズの対外的な活動を支えるととも
に、クラブ活動を支えて組織の円滑な運営に貢献されました。
②夫人の杉浦眞喜子ワイズとともに、日本初の女性クラブ「大阪なかのしまクラブ」をチャーターされました。
③毎年、大阪ＹＭＣＡチャリテーランに出場され、現在、最高齢者出場記録を更新中です。
　現在も月２回の例会、他クラブ訪問、ＹＭＣＡの各種イベントに積極的に参加されておられます。

内廣　健ワイズ（京都キャピタルクラブ）
生年月日　  1933年10月19日
クラブ入会  1983年6月26日(チャーターメンバー)
ワイズ歴
　1985年　ドライバー委員長
　1992年　ＩＢＣ委員長
　1994年　クラブ会長
　1996年　ＥＭＣ委員長
　2001年　ＥＭＣ委員長
　2004年　ブリテン委員長
ＹＭＣＡ歴
　1983年　京都ＹＭＣＡ会員入会
　2014年　日本ＹＭＣＡ同盟「青年奉仕賞」受賞

　会長に就任された年度は、クラブから岡本尚男ワイズを第 40代日本区理事として輩出した年であり、阪神・淡路大震災
が発生した年でもありました。震災直後から支援活動に奔走している理事キャビネットの働きをクラブの総力を挙げて支える
ための纏めをされ、このことが京都部挙げての支援活動に繋がったことのご功績は特筆すべきものです。会長としてのリー
ダーシップを遺憾なく発揮されたワイズ活動の模範例でありました。
　会長退任後も全ての例会、クラブ事業に進んで参加され、クリスマス例会にはメネットさんやお孫さんも常連としてお連れ
になることが今も続いています。一時、体調を崩された時期もメネットさんに同伴されて例会に参加されるチャーターメンバー
最高齢のお姿は、クラブメンバーへの大きな励ましとなり、クラブの重鎮的存在です。

奈良傳賞受賞おめでとうございます
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2014〜2015年度西日本区表彰
各クラブ名においてワイズメンズクラブを省略、個人名については敬称略とさせて頂きます
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開催日時
　　2015 年４月11日（土）13：00 ～12 日（日）12：00
開催場所　ホテル クライトン新大阪
出席者　33 名（兼任除く・敬称略）
〈常任役員〉理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　次期理事　遠藤通寛、書記　三牧　勉、
　会計　豊島正利
〈事業主任〉Y サ・ユース事業　藤本義隆、地域奉仕・
　環境事業　渡壁十郎、EMC 事業　河原正浩、
　国際・交流事業　川本龍資、メネット事業　西村寛子
〈部長〉中部　大西博昭、びわこ部　林　俊博、
　京都部　畑本　誠、阪和部　三木　求、
　中西部　清水　汎、六甲部　多胡葉子、
　瀬戸山陰部　早川　悟、西中国部　森重雅伸、
　九州部　亀浦正行
〈監　事〉行政監事　浅岡徹夫、財政監事　仁科保雄
〈常置委員会委員長〉事務所運営　松本武彦、ＪＷＦ
　管理　高瀬稔彦、奈良傳賞資格審査　松本武彦、
　文献保存　濱田　勉、ＬＤ　広報・情報　藤井久子、
　加藤信一、財務　豊島正利、クリスチャニティー
　田上　正
〈選任委員〉ヒストリアン　大槻信二、ＴＣ　鉃谷　明
〈西日本区連絡主事〉日本ＹＭＣＡ同盟　山根一毅
〈理事事務局〉事務局長　石津雅人、
　事務局員　湯浅禎也、吉村周平
〈西日本区事務所〉事務所長　長尾　亘、
　職員　坂本千春
欠席者：４名（敬称略）
〈常置委員会委員長〉区報編集　三浦克文、
　組織検討・安全対策　森　伸二郎
〈選任委員〉ＹＹＬ　下村明子、
　ＹＭＷ翻訳編集　谷本秀康

三牧勉書記の司会・進行により定刻に開会
開会宣言・点鐘 ：理事　松本武彦
ワイズソング斉唱：一同　
開会の祈り：クリスチャニティー委員長　田上　正
挨拶と報告：理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
次期理事　遠藤通寛
出席者確認：三牧勉書記から、役員（議決権者）19 名を
含む 30 名および次期準備役員会役員 15

名の出席。また、岩本悟次々期理事の出席が確認され
た。
事業主任報告：資料により、５事業主任から活動報告。
・ＹＭＣＡサービス・ユース事業　藤本義隆：Ｙサ献金
2,653,320 円、Ｙサ資金申請 5 件、ＡＹＣ京都の２次募集
（４月30 日まで）協力依頼。
・地域奉仕・環境事業　渡壁十郎：各部訪問や献金へ
のお礼、ＣＳ資金申請状況。
・ＥＭＣ事業　河原正浩：博多オーシャン解散、昨年末
の会員数 1,588 名、各部ＥＭＣ推進チーム活動報告書、
年齢調査 (５年ごと)。
・国際・交流事業　川本龍資：岩国みなみともりおか・
京都トップスと沼津のＤＢＣ締結、交流
事業実施報告（21 件）、ＥＦの差額受納、今期から国際
送金は全てスイスフラン、ＳＴＥＰ1 名の派遣、２クラブ
のＩＢＣ締結実現へ。
・メネット事業　西村寛子：新聞報道による支援先変更
などで一時活動停止はあったが、３月末で 164 万円強の
献金が集まり、６月のメネットアワーで佐藤健人ユニット
に研究費として贈呈する。また、ＳＯＲＤに関する会計検
査院・京都府・厚労省の監査で不正流用や私的流用の
事実はないと３月末に認められ、寄付金の会計処理も近
畿税理士会左京支部から不適切な事実はないとの監査
結果を得た。なお、ＳＯＲＤは３月末で所期の目的を達し
解散した。
部長報告：９部長から資料により活動報告。
・中部　大西博昭：中部 200 推進委員会の課題、４月の
中部メネット会開催。
・びわこ部　林　俊博：各クラブの琵琶湖湖岸清掃・ヨ
シ刈り、彦根とハイデラバードのＩＢＣ50周年記念式典。
・京都部　畑本　誠：京都ＹＭＣＡ 125 周年、会員数は
現在 518 名、合同例会。
・阪和部　三木　求（部長）：３ＹＭＣＡのチャリティー
ラン、東北復興応援ツアー、大阪泉北の５名同時入会式
（部では９名）、広告導入による部報や部長通信発行。
・中西部　清水　汎：「流れを変えよう」を掲げての若
手の会等の努力、合同例会、区大会の準備と支援。
・六甲部　多胡葉子：神戸ＹＭＣＡ支援チャリティーイ
ベント、神戸ＹＭＣＡ新館建てかえに 110 万円を献金、
希少難病支援チャリティーコンサート。
・瀬戸山陰部　早川　悟：部内クラブ参加大山一斉清

西 日 本 区 第 ３ 回 役 員 会 議 事 録
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掃 (４月19 日 )、ＥＭＣ100 推進チーム。
・西中国部　森重雅伸：２回のＥＭＣシンポジウム開催、
ＤＢＣ・ＩＢＣ締結。
・九州部　亀浦正行部：指定管理者制度へのワイズの
働き、ハピネスパーティー(合コン)とＥＭＣ、博多オーシャ
ン解散、チャリティー・ウエルネスフェア。

議案審議
司会　書記　三牧　勉
議長　理事　松本武彦　議長が議案提案者の場合は
書記と交代
議決権者確認　議決権者19 名全員出席
【第１号議案】第２回役員会議事録承認および当該議
　事録の区報掲載の件

議案提案者　書記　三牧　勉
第２日の日付を「11 月９日」に訂正。　　　　　　承認
【第２号議案】第３回役員会第２日の聖日早天礼拝献
　金贈呈先の件

議案提案者　理事　松本武彦
東日本大震災復興支援の目標額 200 万円の一部に繰り
入れたい。　　　　　　　　　　　　　　　　 承認
【第３号議案】西日本区 2000 推進チーム余剰金活用
　の件

議案提案者　ＥＭＣ事業主任　河原正浩
余剰金約 60 万円は、事業委員会でエクステンション基
金として新クラブに一律 10 万円を贈り、なくなり次第解
消する。寄付金も受け入れる。提案理由中、「一律10万円」
を｢１クラブ 10 万円 ｣ に修正、端数はその額のままで贈
呈、使い切った時点で解消。寄付金も受け入れるは削除。
原案を一部修正。　　　　　　　　　　　　　 承認
【第４号議案】ＹＭＣＡ東山荘 100 周年募金への西日
本区からの支援金について

議案提案者　理事　松本武彦
ＪＷＦ基金からなど種々意見が出されたが、取り下げら
れた。
常置委員長・専任委員（長）報告　資料をもとに報告
・ＪＷＦ管理委員長　高瀬稔彦　ＥＦとＪＷＦの申込書
を別々につくり区ＨＰにアップした。献金推進策を検討
し積極的に取り組みたい。
・文献保存委員長　濱田　勉　委員会のあり方も考え、
継続的に進めたい。
・ＬＤ委員長　藤井久子（）：今期で委員長任期を終え
るが、マニュアル改訂は10月の次期役員研修会までにま

とめたい。
・広報・情報委員長　加藤信一　区ＨＰの整備を進め
ている。掲載希望があれば遠慮なく出してほしい。
・クリスチャニティー委員長　田上　正　第３回クリス
チャニティーアンケートは、全クラブから回答いただいた
ことに感謝。集計後に内容を紹介。
・ヒストリアン　大槻信二　区の歴史に漏れのないよう
に記録したい。一昨期から国際の公式記録が全て私に
送られており、関係役員にも転送している。
・トラベルコーディネーター　鉃谷　明浅岡期以来４期
の任期満了になる。これまでのご協力に感謝。
日本ＹＭＣＡ同盟報告
連絡主事山根一毅から西日本区支援金 100 万円を活用
した６事業のほか、チェンジエージェント（西日本区４名
への支援要請）、東山荘100周年募金依頼について報告・
説明。
報告　役員会と準備役員会の審議経過・結果の概略説
明を三牧勉書記、正野忠之次期書記が行い、相互の理
解を深めた。

４月12 日(日 )：第２日８：20　　聖日早天礼拝
協議事項
三牧勉書記から、浅岡徹夫行政監事の準備役員会出席、
及び議決権者 19 名中、準備役員会出席の遠藤通寛次
期理事を除く18 名の出席を確認。
【第 1 号協議】2014 ～ 2015 年度 西日本区中間決算の
報告の件

提案者　会計　豊島正利
　成瀬晃三期の渡辺真悟会計作成資料（区の金の流れ
図）に続き、別配付の中間決算報告書により説明。仁科
保雄財政監事から、会計監査の結果は適正との報告が
あった。
　ＥＦ献金の理事ゴール 3,000ドルに対して予算額
120,000 円はおかしいのではないか。→調査する。数字
の見直しをして代議員会に議案として提案することを前
提に承認されたい。　　　　　　　　　　　　  承認
【第２号協議】国際新事業「STEP　For　All」の実施
と担当事業などの件

提案者　理事　松本武彦
　昨年８月の国際議会で承認された事業。西日本区の
担当はどの事業主任にすべきか、また、その効果を上げ
るための補助制度の必要性について意見を聞きたい。
具体的な行き先や手続きなどの質問・説明を経て、担当
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は地域奉仕・環境事業主任とし、国際からの募集案内
があれば地域奉仕・環境事業主任から広報し進める。
区補助等の支援問題は担当事業主任が検討することで
集約した。
【第 3 号協議】ＥＦ献金の申し込み変更について

提案者　国際・交流事業主任　川本龍資
　従来、ＥＦ献金申込み時に献金の種類と金額（円）を
書き区事務所に送ってきたが、今期はレート変動が大き
く、差額をいただく形にしたため混乱も生じた。そこで今
後は、とりあえず種類と金額（スイスフラン＝ＣＨＦ）を記
入して予約申込みをし、４月の国際送金後に確定金額を
円で入金していただく方法に変えたい。こうすれば為替
レート変動に左右されず、差額徴収の混乱も避けられる。
ただ、区会計上の一時的な仮払いや回収不能の懸念は
ある。なお、昨年の国際議会で、今期から国際送金は全
てスイスフランに一本化決定されている。
　提案者から、ご意見を踏まえ、改めて事業委員会で検
討したい。
【第４号協議】第５回常任委員会及び第６回常任役員会
の議事録報告の件

提案者　理事　松本武彦
資料により説明。第６回常任役員会の議事録中、「関西
ソリューション」を「関電システムソリューションズ（株）」
に訂正。　
報告・要請
・第 18 回西日本区大会について：配付資料により、吉田
由美実行委員長、杉浦眞喜子総務委員及び吉村周平会
場委員から、登録状況、大会準備の概要、会場（ＡＴＣ）
案内などの説明があった。
・大槻信二ヒストリアンから、資料によりアジア地域大
会登録及びＡＹＣ等の状況報告と登録依頼。
・西村寛子メネット事業主任から、メネットアワーで代議
員会には出られない、メネットアワーに代議員が参加で

きない時間設定になっていることへの質問があり、三牧
勉書記から、今回も従来どおりになっているが、次回の
課題としたい、との説明があった。
　役員会と準備役員会の協議事項等の協議経過・結果
の概略説明を三牧勉書記、正野忠之次期書記が行い、
相互の理解を深めた。
書記・会計・事務局報告
①配付資料等により三牧勉書記から、①区大会におけ
る部長・事業主任報告のパワーポイント原稿の依頼（５
月16 日締切）、②年次代議員会公告と原稿依頼（４月
25日締切）、③献金集計表配付の遅れに伴う事業表彰
リスト提出締切の延期（４月18 日まで）、などの報告・説
明があった。④豊島正利会計：聖日早天礼拝の献金額
は 37,836 円で、東日本大震災復興支援に充当する。
西日本区事務所報告
長尾亘事務所長から、献金の国際への送金について説
明。
監事講評
行政監事　浅岡徹夫
　私は準備役員会に陪席したが、議論も尽くされ、いい
準備役員会だった。協議案のうち、ＥＭＣ表彰とバッジ
授与の件は、予算も伴うし、授与する価値の有無も含め
て決定されたい。
財政監事　仁科保雄
　①東山荘募金だが、急に出た感じがある。ＪＷＦは区
の活動に使うべしとの信念を持っている。別な項目をつ
くり、安定した支援ができるようにされたい。②活発な活
動には潤沢な資金も必要なので、メンバー増強を図って
ほしい。
ＹＭＣＡの歌斉唱：一同
閉会の祈り：クリスチャニティー委員長　田上　正
閉会挨拶・点鐘：理事　松本武彦
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西 日 本 区 第 ４ 回 役 員 会 議 事 録

開催日時　2015 年６月13 日（土）9：00 ～10：00
開催場所　ＡＴＣ　６階会議室　Ｂ５
出席者　32 名（兼任除く・敬称略）
〈常任役員〉理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　書記　三牧　勉、会計　豊島正利
〈事業主任〉Yサ・ユース 藤本義隆、地域奉仕・環境　
　渡壁十郎、EMC 河原正浩、国際・交流　川本龍資、
　メネット　西村寛子
〈部　長〉中部　大西博昭、びわこ部　林　俊博、
　京都部　畑本　誠、阪和部　三木　求、中西部　
　清水 汎、六甲部  多胡葉子、瀬戸山陰部  早川 悟、
　西中国部　森重雅伸、九州部　亀浦正行
〈監　事〉行政監事　浅岡徹夫、財政監事　仁科保雄
〈常置委員会委員長〉事務所運営　松本武彦、
　JWF管理  高瀬稔彦、奈良傳賞資格審査  松本武彦、
　文献保存　濱田　勉、広報・情報　加藤信一、
　財務　豊島正利、区報編集　三浦克文、組織検討・
　安全対策　森伸二郎、クリスチャニティ―　田上　正
〈選任委員〉ヒストリアン　大槻信二、ＴＣ　鉃谷　明、
　ＹＹＬ　下村明子、ＹＭＷ翻訳編集　谷本秀康
〈西日本区連絡主事〉日本ＹＭＣＡ同盟　山根一毅
〈理事事務局〉事務局長　石津雅人、
　事務局員　吉村周平
欠席者：１名（敬称略）
〈常置委員会委員長〉ＬＤ　藤井久子

定刻に開会
司会　書記　三牧　勉
開会宣言・点鐘：理事　松本武彦　
ワイズソング斉唱：一同
開会の祈り：クリスチャニティー委員長　田上　正
挨拶と報告：理事　松本武彦　地域奉仕・環境事業に
係る個人表彰取りやめの PR 不足の報告とともに、1 年
間の協力に対する謝辞が述べられた。
直前理事　高瀬稔彦
出席者確認：書記　三牧勉から役員 19 名全員出席で
会議が成立していることを含め、32 名の出席が報告さ
れた。
事業報告
　年次代議員会議案書及び活動報告書を参照
・ＹＭＣＡサービス・ユース事業　藤本義隆：ＡＹＣ参加

者は 18 名（西中国部３名・中西部２名・瀬戸山陰部１名・
京都部５名・六甲部７名）となった。
・渡地域奉仕・環境事業　渡壁十郎：個人表彰なしの
周知不徹底をお詫びする。後半期のＣＳ補助申請３件と
ネパール大震災支援決定をした。
・ＥＭＣ事業　河原正浩：思ったほどの成果は上げられ
なかったが、１年間のご協力に感謝。
・国際・交流事業　川本龍資：ＥＦは５月15日に国際送
金をした。為替変動、スイスフランへの変更などで大変
だったが、次期引継ぎの中で知恵を絞りたい。ＳＴＥＰは、
カナダへ送り出す1件のほか、ロシアからの1件が加わっ
た。なお、国際会議等の重要事項等がキャッチできる策
の構築が必要だと感じた。
・メネット事業　西村寛子：メンの協力のおかげで成果
が上がった。希少難病問題でご迷惑をおかけしたが、国
内・国際合計で 200 万円を超える支援金をいただき、結
果的には研究者への支援ができることを感謝。
部活動報告 
・中部部長　大西博昭：まだ道半ばだが、次期に継続で
きるようサポートしたい。
・びわこ部部長　林　俊博：６月末で大津クラブが解散
するが、新クラブ設立の動きをしっかり進めていきたい。
・京都部部長　畑本　誠：京都ＹＭＣＡ 125 周年記念
募金は現在 1,300 万円余だが、目標 1,500 万円達成へ
追い込みたい。舞鶴にＹＭＣＡができ、ワイズをつくる動
きがある。
・阪和部部長　三木　求：原稿等の締め切りでご迷惑
をおかけしたが、感謝したい。
・中西部部長　清水　汎：「流れを変えよう」を合言葉
に今後の方向付けに努力したい。東北地域の支援ツアー
を実施し、認識を新たにした。
・六甲部部長　多胡葉子：神戸ＹＭＣＡ新館サポートも
支援できたし、ＡＹＣに 7 名出せたのもＹＭＣＡとの関
係による成果であった。
・瀬戸山陰部部長　早川　悟：大山一斉清掃参加や、
姫路・岡山クラブの合同例会ができた。
・西中国部部長　森重雅伸：５月末に 100人委員会をし
たが、区大会開催の盛り上がりを生かせなかった。
・九州部部長　亀浦正行：九州部チャリティーウエルネ
スフェアとして、障がい者や養護学校の皆さんを招待し
て駅伝やサッカーをし、4,000 名近く集められた。博多
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オーシャンクラブ解散による14 名減をカバーすべく、力
いっぱい頑張っている。
常置委員長・専任委員（長）報告
・濱田　勉（文献保存委員長）：引継書を文献として残
してほしい。　
・加藤信一（広報・情報委員長）：６月初めのサーバー変
更で一時期メールが届きにくかったかもしれないが、今
は正常に動いている。コストダウンもできた。
・三浦克文（区報編集委員長）：区報第３号原稿の締切
期日厳守でお願いしたい。
・森伸二郎（組織検討・安全対策委員長）：旅費支給率
関係はさらに検討したい。
・田上　正（クリスチャニティー委員長）：①中部の西村
清委員のマレーシア赴任、②委員に京都部の高田敏尚と
西中国部の益国隆人（非クリスチャン）両ワイズを加える、
③びわこ部だけ委員がいないので紹介してほしい、④ア
ンケートは区報第３号で掲載したい。
・大槻信二（ヒストリアン）：資料の提供を再度お願いする。
国際の全データがヒストリアン経由で来るので、全てを
必要なところに伝達し、ストックもしている。
・鉃谷　明 (トラベルコーディネーター)：浅岡期から４
年間の任務遂行ができことを感謝。
・下村明子 ( ＹＭＣＡ・ワイズ・ユースリエゾン )：Ｙサ事業
とのリンクが多く、来期こそは何か形になるものを残した
い。
・谷本秀康（ＹＭＷ翻訳編集委員長）：今期は「ワイズメ
ンズワールド」の発行もなく、仕事がなかったが、次年度
からは西日本区が担当なので責任を感じている。
議案及び協議
三牧勉書記から議決権者 19 名全員の出席が確認され
た。
司会　書記　三牧　勉
議長　理事　松本武彦
議長が議案提案者の場合は書記が議長を務める。
【第１号議案】2014 ～ 2015 年度第３回役員会議事録
　承認および当該議事録の区報掲載の件

議案提案者　書記　三牧　勉
承認

【第２号議案】第 18 回西日本区大会第２日の主日早天
　礼拝献金贈呈先の件

議案提案者　理事　松本武彦
　東日本大震災復興支援の目標額 200万円の一部に繰
り入れたい。　　　　　　　　　　　　　　　  承認
【第１号協議】メネット事業のあり方について

提案者　メネット事業主任　西村寛子
　1年間の活動を通じて、今後のメネット事業のあり方に
ついて各部・クラブでぜひお考えいただきたい。多数の
ご意見をいただいた。
【第２号協議】第７回常任役員会議事録報告の件

提案者　理事　松本武彦
　緊急性を勘案し、ネパール地震緊急支援にＣＳ資金
から 50 万円を支出し、同盟を通じてネパールＹＭＣＡに
送る。常任役員会で決定。
報　告
日本ＹＭＣＡ同盟　連絡主事　山根一毅
書記・会計・理事事務局　書記　三牧　勉　
①東西理事連絡会議 (４月18日) 議事録の参考掲載、
②役員の業務引継ぎ実行依頼、③役員引継式リハーサ
ル案内
西日本区 2000 推進チーム活動余剰金の贈呈式　
　河原正浩ＥＭＣ事業主任から松本武彦理事に第３回
役員会決定に基づき「目録」を贈呈。
監事講評
行政監事　浅岡徹夫
　１年間のお働き、ご苦労様でした。
財政監事　仁科保雄
　皆様の創意工夫で１年間を乗り切れたこと、今期で７
年間の区役員を終わることに感謝。
ＹＭＣＡの歌斉唱　一同
閉会の祈り　　　クリスチャニティー委員長　田上　正
閉会挨拶・点鐘　　理事　松本武彦
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開催日時　2015 年６月13 日（土）10：15 ～11：30
開催場所　ＡＴＣ　６階コンベンションルーム　１
出席者（敬称略）代議員 83 名（他に委任状提出代議員
９名）
〈常任役員〉理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　書記　三牧　勉、会計　豊島正利
〈事業主任〉Y サ・ユース　藤本義隆、地域奉仕・環境
　渡壁十郎、EMC　河原正浩、国際・交流　川本龍資
〈監事〉行政　浅岡徹夫、財政　仁科保雄、直前財政
〈直前会計報告者〉直前会計　山本晶子、
　直前財政監事　鈴木誠也
〈理事事務局〉事務局長　石津雅人
※メネット事業主任　西村寛子はメネットアワー、山根
一毅（区連絡主事）は連絡主事会に出席
開会　午前 10 時 16 分　
開会宣言・点鐘　理事　松本武彦
ワイズソング斉唱　一同
聖書朗読・開会の祈り
　クリスチャニティー委員長　田上　正
司会　書記　三牧　勉
議長　理事　松本武彦
　三牧勉書記から、代議員総数 103 名中、出席代議員
83 名、委任状提出代議員９名、計 92 名。西日本区定款
第６条第 11 項による３分の２（68 名）以上を満たしてお
り、代議員会の成立が宣言された。また、同条第 10 項に
より議長は理事が務め（理事が提案者の場合は直前理
事）、同条第 12 項により議案は出席代議員の過半数の
賛成で成立すること等が確認された。
議案審議
【第１号議案】2014 ～ 2015 年度西日本区一般年次報
告及び行政中間監査報告を承認する件

議案提案者　理事　松本武彦
承認

【第２号議案】2013 ～ 2014 年度西日本区会計決算報
　告及び監査報告を承認する件

議案提案者　直前会計　山本晶子
　資料12 ページの東日本大震災復興支援献金の表中、
順位「38」を「48」に訂正する。
監査報告　直前財政監事　鈴木誠也　会計監査の結
果、適正と確認した。　　　　　　 　　　　  　承認
【第３号議案】2014 ～ 2015 年度西日本区会計中間決

算報告及び中間監査報告を承認する件
議案提案者　会計　豊島正利

　今期３月末日までの中間決算（13 ～16 ページ）で、最
終決算は来年６月の年次代議員会で提案する。
監査報告　財政監事　仁科保雄　４月９日に会計監査
をした結果、適正と確認した。
質問：貸借対照表「貸付金」の金額がないこと、ドル預
金の収支計算書「０」と「0.00」の違いを確認したい（代
議員　直前部長　赤羽克秀）。貸付金は削除、セントの
利子があって 0.00としたが、０にしたい（会計　豊島正
利）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  承認
【第４号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区理事を選任
　する件
【第５号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区次期理事を
　選任する件
【第６号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区次々期理事
候補者及び監事を指名する件

議案提案者　指名委員長　高瀬稔彦
　関連議案として一括説明　第６号議案は次々期理事
候補者の指名選考に努力したが、不調に終わり、来年
度の代議員会で２名の理事候補者承認に向け努力した
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承認
【第７号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区役員等を承
　認する件

議案提案者　次期理事　遠藤通寛　
資料 22 ～ 23 ページの名簿により紹介。　　　　 承認
【第８号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区理事方針を
　承認する件

議案提案者　次期理事　遠藤通寛
承認

【第９号議案】2015 ～ 2016 年度西日本区会計予算案
　を承認する件

議案提案者　次期会計　飯沼　眞
承認

【第 10 号議案】第 19 回西日本区大会ホストクラブ及
　び開催地を承認する件

議案提案者　次期理事　遠藤通寛
承認

【第 11 号議案】第 20 回西日本区大会開催地及び開催
　時期等を承認する件（追加議案）

議案提案者　次々期理事　岩本　悟
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日時　2014 年 12 月11日（木）～14日（土）
場所　メール及び電話等による協議
出席者　理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　　　　次期理事　遠藤　通寛、書記　三牧　勉、
　　　　会計　豊島正利
決定事項
１、メネット国内事業に係る支援先の決定について

日時　2015 年３月８日（日）15：30 ～18：00
場所　新大阪コンファレンスセンター 4 階 5 号会議室
出席者　理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　次期理事　遠藤通寛、書記　三牧　勉、会計　豊島
　正利、理事事務局長　石津雅人、
　次期書記・オブザーバー　正野忠之
協議・決定事項
１．西日本区緊急連絡（rd メール・メール委員）の変更に
ついて
　従来委託していた関電システムソリューションズ㈱に
毎月23,000 余円、年間 30 万円近く払ってきたが、今期
は稼働が約２カ月遅れ、アドレス変更に１週間以上かか
るなど支障が出ている。サーバーを変えることでアドレ
スの登録も変更も事務所ででき、初期費用５万円以内、
年間約 15,700 円でメンテナンスも不要など、総費用は格
段に安くなる。次年度から切り替えたい。加藤信一広報・
情報委員長らの意見も聞いている。サーバー移設は、区
ホームページとの連携を考慮し、データネットワークの伊
藤剛ワイズにお願いする、等の補足説明があった。
２．西日本区の東日本大震災支援先について
①国連防災世界会議（仙台）パブリック・フォーラム参加
支援
　３月３日付で仙台３クラブ実行委員会から、予算

　11 月８・９日の西日本区第２回役員会の支援先に関す
る動議決定（「適切な研究機関・研究者を常任役員会、
メネット事業委員会で精査・協議し決定する」）を踏まえ、
12月11日、メネット事業委員会のメール協議がなされ、
下記のとおり支援先を決定したとの報告を受けた。
支援先　東海大学医学部基礎医学系生体防御領域　
　　　　佐藤ユニット（佐藤健人准教授）

400,000 円のうち東西日本区にそれぞれ 125,000 円の助
成金申請書が理事宛に来た。依頼書、助成金申請書、チ
ラシ、収支計画書をもとに審議した結果、趣旨には異論
なく、３月14 ～ 21日の開催のため４月の第３回役員会
まで待てないことを勘案し、本常任役員会で決定するこ
とにした。
　支出は区の支援金（目標額 200 万円）から、仙台ＹＭ
ＣＡへの支援として先払いすることを承認した。
②東日本大震災支援（区目標額 200 万円）の支援先
・仙台ＹＭＣＡのホテル専門学校奨学金：今期もＦＦ（Ｃ
Ｓ事業として申請）から支援することを了承した。支援に
当たっては、覚書を交わすことを確認した。
・仙台ＹＭＣＡ東日本大震災支援対策室・盛岡ＹＭＣＡ
宮古ボランティアセンター・ＹＭＣＡ石巻支援センターへ
の支援：配分比率（額）等は理事の判断によるが、①期
首に理事の事業目標に設定したとおり支援する。②使
途は各ＹＭＣＡに任せ、後日、報告を受ける。
３．国際送金に伴うＥＦ献金の外貨換算（円・ドルレート）
について
　今期は円安で為替レートが大きく変動し、献金時と送
金時に差額が生じている。そこで、ポール・アレキサンダー・
フェロー（120ドル以上）などＥＦの各賞を望まれる献金
者（クラブ）には、献金時と送金時（３～４月）の差額を

：2017 年６月10 日（土）～11日（日）に開催、大会は市
民会館崇城大学ホール、懇親会はホテル日航熊本、ホス
トクラブは熊本にしを筆頭に熊本県内 10 クラブで開催
する予定。
質問「10 クラブ」の名前を具体的に挙げるべきではない
か（代議員　吉本貞一郎）

　ホストクラブの項を「熊本にし・熊本・熊本ジェーンズ・
八代・熊本むさし・熊本みなみ・熊本ひがし・阿蘇・熊本
ヤング・熊本スピリットの10 クラブ」と原案修正。原案の
一部修正を了とし、承認
閉会の祈り：クリスチャニティー委員長　田上　正
閉会挨拶・点鐘：理事　松本武彦
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ご負担いただく形で進めることにした。との川本龍資国
際・交流事業主任からの方針について、事業主任の責任
において混乱のないように処理するように、との意見を付
して了承した。
４．国際新事業「STEP　For　All」の実施と担当事業
主任について
　ユース対象のＳＴＥＰに対し、全ワイズを対象に２～３
週間の短期でＴＯＦ事業に参加することを中心とするＳ
ＴＥＰ Ｆｏｒ ＡＬＬについて、資料をもとに協議。環境
事業か国際・交流事業か、また、事業効果を上げるには
区支援の必要もあり、施行細則の制定なども考えられる
ことから、役員会で協議したらどうか、との意見を了とし
た。
５．ＡＹＣ（京都）参加者に対する西日本区の支援について
　各部・クラブの支援要請もしており、登録料 27,000 円
中 15,000 円がＹサ資金から出るが、交通費も含めると

地域によっては負担が大きく、区としても何らかの支援
が必要だと考える。区には「大槻基金」があり、故大槻
ワイズの地元・京都で開催されるＡＹＣでもあり、その遺
志を生かす意味で、インドでのＩＹＣと同額の1 人 3,000
円（参加定員 30 名）を大槻基金から助成することを了
承した。
６．東西理事連絡会議（4 月18 日・大阪）の準備状況に
ついて（報告）
　２月25日に案内書を発送した。会場はホテルクライト
ン新大阪で、３月20 日までに出席者と協議事項等の提
出をお願いしている。なお、岩本悟次々期理事の出席申
し出を受けている。
７．その他
　西日本区 2000 推進チーム留保資金の使途等につい
て意見交換。

日時　2015 年５月８日（金）～11日（月）
場所　メール及び電話等による協議
出席者　理事　松本武彦、直前理事　高瀬稔彦、
　次期理事　遠藤通寛、書記　三牧　勉、
　会計　豊島正利
決定事項
ネパール地震緊急支援について
　カトマンズ近郊「ネパールＹＭＣＡ」の緊急支援要請を
受け、日本ＹＭＣＡ同盟から４月30日、以下２点の「ネパー
ル地震緊急支援募金」の要請があった。
②ネパールＹＭＣＡによる物資の配布等の緊急支援お
よび復興支援
②日本国内のＹＭＣＡ日本語学校・専門学校に通う、震
災の影響を受けたネパール人留学生の支援

　西日本区では、５月２日に区内の各クラブ等に同盟か
らのチラシをメール配信するとともに、「理事通信」５月
号にも記事を掲載して協力の呼びかけをした。独自の緊
急支援献金としてＣＳ資金から50 万円を支出したい、と
の提案が松本武彦理事からあった。
常任役員の意見を踏まえて、以下のとおり決定した。
①支援金額はＣＳ資金からの 50 万円とし、日本ＹＭＣ
Ａ同盟⇒アジア・太平洋ＹＭＣＡ同盟を通してネパールＹ
ＭＣＡに送る。
②支援金の使途が地域奉仕・環境事業資金運用細則第
６条④の趣旨を外れないよう、同盟から結果報告を受け
るとともに、経費の把握にも努める。
③ワイズメンズクラブ西日本区からの緊急支援金として
献金する。
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2014.7.1 〜 2015.6.30 ご逝去者

ワイズメンズクラブへのご奉仕を感謝し深く哀悼の意を表します
2014 7 1 ~2015 6 30 	  
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編 集 後 記

【区報編集委員会】
委員長　三浦克文（岡山）　　　　　　委　員　森本榮三（大阪高槻）　　委　員　蔵知　武（岡山）　
委　員　井之上温代（滋賀蒲生野）　　委　員　三牧　勉（大阪茨木）　　委　員　石津雅人（大阪センテニアル）

　今年は柿の生り年のようで、山間を走ると赤い実が鈴なりの光景がよく見られます。このような時節になった
時点で、ようやく松本武彦期第 3 号を発行することができました。
　7月31日（金）から 8月2日（日）にかけて京都で開催されるアジア地域大会の報告およびスナップ写真を、
松本理事期第 3 号か遠藤通寛期第 1 号に掲載するか迷いながら、区報第 3 号の原稿依頼は締切りを 7月中
旬にし、各担当者に郵送いたしました。それは岡野泰和ワイズが 2015 年 6月末までの任期で、アジア地域会
長であり国際議員として奉仕され、京都アジア地域大会の主催者であるからです。
　3号発行に当たっては様 な々事柄が発生し、大幅に遅れてしまいました。早くから原稿を書いてくださった方々
に申し訳なく、タイムリーにお知らせしなければならない内容もありました。お詫び申し上げます。
　もう冬が近くなりました。暖冬とのニュースも聞きますが、ご自愛のうえ活発なワイズ活動が展開されますよう
お祈りいたします。
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「響き合い、ともに歩む」― こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく―
ごあいさつ　　
　あなたならできる ！ きっとできる
　未来をはじめよう  今すぐに ！ 
　ワイズ諸兄の良識に助けられて
　決算書作成事務に最後まで悪戦苦闘
　松本丸への感謝と労い
　西日本区財政監事退任にあたり
エルマー・クロウ賞おめでとうございます
国際議員報告　国際議員・アジア地域会長の任期を終えて
日本YMCA同盟から
　『響き合い、共に歩む』心で、世界を平和に ！
　更にユースと共に
2014～2015年度西日本区会計報告書
2014～2015年度会計監査報告
事業活動報告
　YMCAサービス・ユース事業主任を終えて
　１年間ありがとうございました（感謝をこめて）
　未来を見据えて活動しよう
　感謝！  『誰よりも多く恵まれた者として』
　メネット事業主任を務め終えて 心の声は聞こえましたか？！
2014～2015年度献金報告
部活動報告
　「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！
　早かった1年
　一年を振り返り
　一年間の心強いご支援に深謝!
　再生された中西部の再現を期待する！
　いのちの輝きはワイズ活動から
　私の部長考課表（可？）
　部長職を経験して―西中国部の誇り広島メネット会について
　五足の靴
委員会活動報告
　ワイズメンズクラブの未来のために
　最初の1年で
　クリスチャニティー委員会２０１４年度アンケート報告・クリスチャニティー委員会から

　あっという間に１年間が過ぎました
　記録・記憶力・注意力
　理事事務局長を終えて！
第18回西日本区大会報告～明日につなぐ澪標～『交・響・楽』
区大会アルバム
奈良傳賞受賞おめでとうございます
2014～2015年度西日本区表彰
西日本区第3回役員会議事録
西日本区第4回役員会議事録
西日本区年次代議員会議事録
西日本区第5回常任役員会議事録
西日本区第6回常任役員会議事録
西日本区第7回常任役員会議事録
2014～2015年度ご逝去者
編集後記
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理事　松本 武彦 

次期理事 遠藤 通寛
直前理事 高瀬 稔彦

書記 三牧 　勉
会計 豊島 正利

行政監事 浅岡 徹夫
財政監事 仁科 保雄

アジア地域会長・国際議員　岡野 泰和

日本ＹＭＣＡ同盟総主事 島田 　茂
日本ＹＭＣＡ同盟連絡主事 山根 一毅

Yサ・ユース事業主任 藤本 義隆
地域奉仕・環境事業主任 渡壁 十郎

EMC事業主任 河原 正浩
国際・交流事業主任 川本 龍資

メネット事業主任 西村 寛子

中部部長 大西 博昭
びわこ部部長 林　 俊博
京都部部長 畑本　 誠
阪和部部長 三木 　求
中西部部長 清水　 汎
六甲部部長 多胡 葉子

瀬戸山陰部部長 早川　 悟
西中国部部長 森重 雅伸

九州部部長 亀浦 正行

ワイズリーダーシップ開発委員長 藤井 久子
広報・情報委員長 加藤 信一

クリスチャニティー委員長 田上　 正
文献保存委員長 濱田　 勉
区報編集委員長 三浦 克文

理事事務局長 石津 雅人
実行委員長 吉田 由美
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