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2014 年 10 月号 

10 月 1 日発行 
 

 

主題：「響き合い、ともに歩む」

“Walk Together, Echoing Each Other”  

大阪港の夕景 

－ 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いく － 

－Promote the Y’s movement thoughtfully and hand down the Y’s spirit－ 

 

 ８月末から始まった部会巡りは、いよいよ、その締めを迎える時期になりました。部会への想い

入れが部によってそれぞれ異なるためか、バナーセレモニーや部役員紹介をプログラムから除いた

部会もありましたが、講演内容に工夫を凝らしたりプログラムに歌や踊りを加えたりして、いずれ

の部会も知識・見聞を広め楽しませてくれる内容でありました。 

多くの部が部会に併せてメネットアワーを開催し本年度のメネット国内事業にかかわる講話の

時間を設けて下さいました。本年度のメネット国内事業は、希少難病患者の病状回復のための研究

への支援に取り組む団体 Universal Field の活動を知ることで、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問題の解消に働きかけることもクラブの地域社会

への奉仕活動のひとつとなることを知って頂くことにあります。 

部会における私の挨拶では、各部の活動の指標となる部長主題を紹介するようにしました。部長

主題には各部長の想いがこもっています。ロースターの部役員名簿欄には各部の部長主題が記載さ

れていますが、ここで改めて各部長の想いをみなさまに知って頂きたく、以下に紹介します。 

中部部長（大西博昭様）：「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！ 

びわこ部部長（林俊博様）：「みんなは一人のために、一人はみんなのために ２００推進に向け 

て、一歩ずつ進んでいこう」 

京都部部長（畑本誠様）：「行雲流水」～Be Y’smen～ 

阪和部部長（三木求様）：「共にひとつの“わ”になって！！」 

中西部部長（清水汎様）：「ＹＭＣＡ・ワイズ共に若者、社会に光を」 

六甲部部長（多胡葉子様）：「わたしとあなたの Y’s ダムをＹＭＣＡと共に ユース・交流・地域」 

瀬戸山陰部部長（早川悟様）：「一人一人は小さな力 ワイズ魂で大きな輪に広げよう！」 

西中国部部長（森重雅伸様）：「西中国部の安定した１００を目指して ＜積極参加でワイズ理解 

              を深め、仲間理解を深め、より安定した１００となろう＞」 

九州部部長（亀浦正行様）：「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」 

１１月７日（火）、静岡県御殿場の日本ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催される今年度のＹＭＣＡスタ

ッフ研修会におけるカリキュラムの１つとして「ワイズメンズクラブの歴史と現状、ＹＭＣＡとの

協働について」があり、東日本区理事の田中博之さんと私が分担して講師を務めます。 

ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランは、秋季は、この１０月

と１１月に開催されます。ワイズメンのみなさま多数の参加・応援、よろ

しくお願いします。 

           西日本区理事 松本 武彦 
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国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を覚え（特に発展途上にある国々

のクラブ）、感謝をもって献げることで、ワイズの発展を実感しましょう。 

国際協会の一員であるワイズメンには、「世界の必要」を知り、応じる（捧げる）事が求められてい

ます。ＥＦの主目的は、国際協会の発展に必要な財政上の基盤を構築することです。今期も貴い献金が

寄せられていますが、その中でもクラブ周年事業の記念としてお捧げくださったクラブの、ＥＦに対す

るご理解に感謝を申し上げます。 

ＢＦについては、今年ＢＦ代表で来日されたロシアのメンバー所属クラブより、ＩＢＣの意向が示さ

れ、具体的な動きが始まるとの情報を頂いています。早期締結を心より期待いたします。 

必要を覚え、応じる事によって、世界との繋がりが実感できます。一層のご理解とご協力をお願いい

たします。 

国際・交流事業主任 川本 龍資（名古屋クラブ） 

 

 

無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。 

平和な人には未来がある。 （詩編 37：37） 

 
聖句黙想 

礼拝の書、祈りの書である詩編はユダヤ人を支配するいくつかの帝国支配のもとで生まれていま

す。宗教的伝統とヘレニズム文化の受容と強制に揺れ動く中で編集されました。都市化し、貧富の

差が大きくなる中で悪事を謀り繁栄の道をゆく者に苛立つなと語りかけます。無償の愛と隣人との

連帯を支え抜こう、そこに神の国が顕われるという新約聖書の芽吹きが見られます。複雑で重苦し

い時代は今も変わりません。イエス・キリストに従う「平和」を思いめぐらせる詩ではないでしょ

うか。 
 西日本区チャプレン 江見 淑子 

 

◇ 周年記念例会情報 (2014 年 9 月 30 日現在) 

京都ウエスト   35 周年 （未定）  

京都トップス   20 周年 2015 年 4 月 5 日(日） ウエスティン都 

京都エイブル   25 周年 2015 年 5 月 16 日（土）京都ホテルオークラ 

和歌山   65 周年 2014 年 12 月６日（土）グランヴィア和歌山 

神戸       85 周年 （未定） 

神戸メネット   50 周年 （未定） 

岡山       50 周年 2015 年 5 月 23 日(土)  岡山国際交流センター 

東広島      20 周年    （未定） 

八代       25 周年 2014 年 11 月 29 日(土) 

鹿児島      25 周年     2015 年 2 月 14 日(土)  ジェイドガーデンパレス ２階 



3 

神戸ワイズメンズクラブ メネット会 50 周年記念事業 

 開催日時  2015 年３月 14 日（土）午後  

 開催場所  神戸外国倶楽部 

◇ 部会開催予定 

部 開 催 日 曜日 開 催 地：会 場 ホストクラブ 

瀬戸山陰部 2014 年 10 月 4 日 土 鳥取県智頭町：旧山郷小学校跡 鳥取 

 
 

 ◇ 9 月メネット強調月間の報告 ◇ 

9 月のメネット強調月間には各部各クラブにおいて様々なメネット例会を企画実行していただきまし

た。メネットの企画による楽しい例会や、今期のメネット国内プロジェクトをにらんでの例会など、そ

れぞれのクラブで個性のある例会が開催されました。 

そのいくつかに参加させていただきましたのでここにご紹介いたします。 

9 月 8 日(月) 阪和部 奈良クラブ メネット例会「希少難病について」 

 講師に看護師の大西アツミ様を迎えて希少難病について学ぶ機会を持

っていただきました。普段は関心の対象にならない難病問題をわかりや

すくお話しいただき、今期国内プロジェクトへの関心を深めていただき

ました。 

9 月 11 日(木) 六甲部 神戸ポートクラブ メネット例会「希少難病患者について学ぶ」 

講師に Universal Field の代表・副代表理事のお二人を迎え、詳しく

難病問題の現状と未来への思い、患者として「今をいかに生きたいか」

についてお話しいただきました。部長公式訪問の例会でもありましたが

皆様に、難病についてのご理解を深めていただく良い機会となりました。 

9 月 12 日(金) 六甲部 西宮クラブ メネット強調月間例会 

ポートクラブ同様の講師を迎え、30 名を超え

る参加者で熱心にお話を聞いていただきました。

直接現状をお聞きいただく事で、「目から鱗」の

現実に色々思うところ有りとのご意見を頂戴し

ました。継続支援につながることを祈ります。 

9 月 17 日（水）六甲部 芦屋クラブ メネット強調月間例会 

 メネット国内プロジェクトについて学びの機会として例会を開いて頂

き、メン・メネットに加え医療関係者もご参

加いただきました。小泉理事・中岡副理事の

話から、今Ｕ／Ｆが目指す取り組みの重要性

について大きな評価をいただきました。「今後

も何らかの支援を考えていきたい。」とのお言

葉をいただき、うれしい限りでした。 
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9 月 23 日（木）京都部 京都ウエストクラブ メネット例会 

 メネットさん向けに金澤会長自らが「綺麗と健康をあなたの手に！！」をタイトルにお話しされ、同

時に簡単なストレッチとエクソサイズを紹介され参加者みなで楽しく体を動かしました。又その例会の

中でメネット事業についての報告・説明に時間をお取りいただき、皆様のご理解とご支援を賜りました。

こうしたクラブ単位でプロジェクトの内容を聞いて頂けることは大変ありがたく、メネット事業へのメ

ンの理解を深めていただく良い機会になると改めて感じました。 

 こうした多くのメネット例会に参加させ

ていただき、プロジェクトへのご理解をいた

だけたことを大変うれしく思います。これか

らも皆様のご理解をいただくために色々な

クラブの例会に出席させていただきたいと

思います。是非お声掛けをいただきますよう               

お待ちしております。 

 メネット国内プロジェクトへお寄せいただいた献金は、Universal Field の「希少難病研究事業」へ

の支援金とさせていただきます。難病患者さんの未来のために研究が一歩でも前進することを祈って、

支援していきたいと思います。 

              西日本区メネット事業主任  西村寛子 

 

第 26 回アジア地域大会が 2015 年 7 月 31 日～8 月 2 日の日程

で開催されます。世界中のワイズメンが集まるこの大会でマー

シャル（会場係・おもてなし係）を募集しております。アジア

地域大会は 16 年ぶりに日本（京都）で開催される貴重な大会です。先ずは約 60 名のマーシャルが世界

中のワイズメンをお出迎えします。そして会場案内、プログラム案内、エクスカーション（京都観光）

同行など参加者が少しでも楽しんで頂けるように”おもてなし”をして頂きます。「マーシャル参加申

込書」は最終ページに添付しています。 

 

 

 

 

 

区会計からの報告 

西日本区すべてのクラブからの区費、区大会支援金及びアジア大会支援金のご入金をいただき

まして、各部への活動支援金の振込が滞りなく終了しましたことをご報告いたします。ご協力あ

りがとうございました。 

西日本区会計 豊嶋 正利 

 

 



所属クラブ 氏名

生年月日 性別

住　　所

ＴＥＬ 携帯電話

ＰＣメール 携帯メール

お問い合わせ

締め切り

申し込み

条　件

選　考

ワイズメンズクラブ国際協会

マーシャル参加申込書

　第26回アジア地域大会が2015年7月31日～8月2日の日程で開催されます。世界中のワイズメンが集ま
るこの大会でマーシャル（会場係・おもてなし係）を募集しております。アジア地域大会は16年ぶりに日本
（京都）で開催される貴重な大会です。先ずは約60名のマーシャルが世界中のワイズメンをお出迎えしま
す。そして会場案内、プログラム案内、エクスカーション（京都観光）同行など参加者が少しでも楽しんで頂
けるように”おもてなし”をして頂きます。

マーシャルは知識や経験を問いません。もっとも大事なのは”笑顔”。マーシャルの皆様が最高の”笑顔”
で参加者のお世話をして頂くことが、アジア地域大会の成功につながります！！

『アジア地域大会はマーシャル参加が面白い！！』
皆様のご応募をお待ちしております。

【第1回公募】

●次世代を担うメンバーに是非マーシャルを経験して頂きたいと思います
●10年後のY'sの未来に向かって大きく羽ばたく貴重な体験ができます
●クラブの元気な若手メンバーを推薦してください

アジア地域大会　マーシャル委員長　久保田雅彦

第26回　アジア地域大会

マーシャル委員長　久保田雅彦（京都グローバルクラブ所属）　☎090-3611-7304

2014年11月15日

ＦＡＸ　075-622-5897

詳細はアジア地域大会ホームページ（http://aac2015.jp/）をご参照ください

開催場所　ウェスティン都ホテル京都

開催期間　2015年7月31日（金）～8月2日（日）

【大会概要】

語学のアンケート　　（1：できない　2：片言で会話ができる　3：日常会話ができる　4：通訳やガイドができる）　　

韓国語

英　語 1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4

1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4

応募者多数の場合は抽選にて選考させて頂きます

ワイズメンズクラブ

〒　　-

年　　　　　月　　　　　日 男　　　 　　女

ご質問　ご意見　ご要望　上記以外に会話ができる外国語　等

中国語

3日間通して参加して頂ける全国のワイズメン

1　　　　　　　　2　　　　　　　　3　　　　　　　　4


