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2016 年 2 月号 

 2 月 1 日発行 
 

 

主題 

「あなたならできる！きっとできる」 

“You can do it！Yes,you can！” 

－ 生きる しなやかに さわやかに － 

－ Live flexibly and refreshingly － 
 

ベトナム サイゴン川から見た夜景 

 

 

 

今年 1 月の気候は、大変穏やかな正月から一変して、かつてないような厳しい寒さをも

たらしました。各地での雪害の報道を聞きますが、早期の復旧を心より望むとともに災害

に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。 

各クラブにおかれまして１月の例会が執り行われたことと存じます。びわこ部では、長

浜クラブのお世話により新年合同例会が７日にありました。翌日の８日には京都ウエスト、

京都プリンス、京都洛中、京都みやびの４クラブ合同例会、９日は阪和部新年合同例会が

大阪サウスクラブのホストで開催されました。いずれも新年を迎えるに相応しい例会とな

りました。２３日には中西部、３０日には西中国部にて合同新年会が開催されましたが、

残念ながら所用のため参加することが叶いませんでした。入会前の方が、ホストクラブの

メンバーも皆さまと共に、参加者のおもてなしをされていました。ホスピタリティに富む

方の入会で、クラブもまた、より良き方向にご発展されることでしょう。 

１月下旬に所用で、ベトナムのホーチミン市を訪問いたしました。前回が平成１７年７

月でしたので１０年の月日が経過しました。３泊４日と短い滞在でしたが、１０年で市は

大きく変わっていました。リーマンショックから立ち直り、大変成長をしているようです。

１０年前、ゴミだらけの川は手入れされ、高層ビルが建ち、沢山の建設プロジェクトが進

んでいました。４つの住宅開発プロジェットを見て回りましたが、国策により外国人にも

購入されやすく、韓国、シンガポールの方たちも沢山見学にお見えでした。街中は相変わ

らず、バイクが多く、逆走や歩道を走ることは当たり前のようです。 

 滞在中の３日間、毎日１時間程度の早朝散歩をしながら、ワイズのこと、私が所属する

クラブのことを考えておりました。１０年間で何かできたのだろうかということと、これ

から先何が出来るのだろうか？ということでした。ベトナムの変化の激しさに影響を受け

てしまったようです。第７区のフーミーフン地区は、シンガポールのような街並みになり、

インフラも完成し、まるで異なった街になっています。第２区では開発に失敗したプロジ

ェクトが建設途中で残されていました。先を見る目があると発展し、見誤ると大変なこと
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となるのはどんなことも同じなのでしょう。 

 ぼんやりと歩いていると、後ろから来たバイクの女性にぶつけられてしまいました。怪

我はありませんでしたが、後ろも注意しなければなりません。 

 ２月は TOF、世界の難民、貧困、飢餓、疫病に苦しまれる方々のことを思い起こしまし

ょう。 

 

 

西日本区事務所のニューフェイスをご紹介します！ 

大阪なかのしまクラブの生雲文枝（いくも・ふみえ）さんです。１月よりご勤務いただくことにな

りました。英語が堪能で、2013-2014 年度、高瀬理事期では地域奉仕・環境事業主任として活

躍されました。ご本人からのメッセージをお届けします。 

 

坂本千春さんの後任として、西日本区事務所で働かせていただくこと

になりました生雲文枝と申します。私は中西部の大阪なかのしまクラブ

に所属しています。最近までスポーツウエアを取り扱う輸入商社の貿易

・経理部門に勤務しておりました。現在、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説

「あさが来た」の舞台となっている大阪市西区に住んでいます。これか

らは一日でも早く皆様のお役に立てるよう頑張っていきたいと思ってお

りますので、宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

２月 聖書 

  

見よ、そのときわたしは 

お前を苦しめていたすべての者を滅ぼす。 

わたしは足の萎えていた者を救い 

追いやられていた者を集め 

彼らが恥を受けていたすべての国で 

彼らに誉れを与え、その名をあげさせる。 

（ゼファニア書３章 19節） 

 

この聖句はＢＣ600年頃、ゼファニアという預言者の名でまとめられた神の託宣です。 

難民・捕囚となった民に神が「わたしは救う」と語りかけ、回復を告げています。 

西日本区事務所からのお願いにご協力をお願い致します。 
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民族宗教の世界観をそのまま現代に投影できませんがフッと思います。私たちは、 

追いやられている側にいるのだろうか、恥を与える側にいるのだろうかと。 

ワイズでは世界の飢餓に苦しむ人を覚えてＴＯＦ献金をしています。貧困と飢餓が 

今も広がり続け、辛い現実を変える名案は持っていませんが、この活動が誰かの希望の 

灯になることを祈りながら過ごしたいと思います。 

 

                     西日本区チャプレン  江見 淑子 

 

 

        

あなたの奉仕で世界は変わる  

地域奉仕・環境事業主任 川上孝司 

 

◇ 西日本区事業目標（献金）と納入期限厳守のお願い 

項  目 金  額 納入期限 備   考 

後期区費ほか 7,500 円 ２月 15 日 後期半年報により請求 

Ｙサ・ユース支援金 1 人 2,000 円 

３月 15日 

国際ＡＳＦを含む 

ＣＳ資金 1 人 1,500 円  

ＲＢＭ 

（ロールバックマラリア） 

1 人  800 円  

ＴＯＦ‐ＧＰＦ資金 1 人 1,400 円  

ＦＦ 

（ファミリーファスト） 

1 人  800 円  

ＢＦ 

（使用済み切手と現金） 

１人 1,500 円 

（合計額） 

切手２月 29 日 

現金３月 15 日 

切手は送付用葉書を同封し 

(有)フクオ宛に送付 

ＥＦ 1 口 CHF 120 
３月 15 日 

 

ＹＥＳ 1 人  200 円 達成クラブは表彰 

ＪＷＦ 1 口 5,000 円 随時  

東日本大震災支援金 1 人 1,200 円 随時 西日本区目標 200 万円 

①送金はすべて所定の「払込取扱票」(郵便局)で西日本区事務所へ。 

②払込人の｢氏名｣｢クラブ名｣｢電話番号｣および「送金項目｣｢金額｣などを必ず記入。 

③不明な点は西日本区会計または西日本区事務所にお問い合わせください。 

※ 納入期限「３月 15日」を厳守してください。 

遅れますと西日本区大会での表彰対象から外れる場合があります。 

※会員数は 2015 年 7 月 1 日現在の半年報を元に計算してください。 
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お知らせ 

 

 奈良傳賞推薦のお願い 

  

今年度の奈良傳賞受賞者審査に際しまして､同賞に相応しいワイズメンをクラブよりご推薦いただきた

く､ここにご案内とお願いを申し上げます｡ 推薦に関しましては､下記の要領をご覧いただきご考慮の

上､ご推薦をお願い致します｡ 

1. 被推薦者の資格は、 ｢西日本区奈良傳賞資格審査委員会規則｣によります｡ 

2. 所定用紙(西日本区ホームページ・資料庫よりダウンロード)に次の事項を正しくご記入いただき、推

薦書としてください｡ 

*被推薦者の氏名、生年月日、住所、所属クラブ、メネット名     

*被推薦者のワイズ歴および YMCA歴     

*推薦理由(ワイズメンズクラブおよび YMCAでのお働きやご功績､その他参考資料) 

*その他(クラブ会長以外に推薦者がいらっしゃるときは付記ください｡ 例えば YMCA総主事など｡) 

3. 提出先 〒530-0044大阪市北区東天満 1-10-8-1301 

奈良傳賞資格審査委員会 委員長 遠藤 通寛 

     e-mail: cucpb907@occn.zaq.ne.jp    Fax: 06-6356-5757 

4. 提出期限(期限厳守!) 

   2016年 2月 29日(月)郵送にて期限までに必着するようお送りください｡ 

    (郵送の前に、 e-mail又は、 Faxにてのご連絡も宜しくお願い致します) 

*ご注意 

奈良傳賞は､ ｢永年にわたり多くのワイズメンより敬愛され、かつワイズメンの鑑とみなされる有為の人材｣を

表彰し、日本ワイズの創始者奈良傳の名を後世に残すものです｡｢受賞者は 1名を原則とし､必ずしも毎年受賞

者を決めるとは限らない｣とあります｡推薦については、被推薦者を含めご他言なさらないようにお願い申し上

げます｡資格審査委員会にて充分な審議を行います｡ 

                              

 

 

◇ 周年記念例会情報 (2016年 1月 31日現在) 

大阪土佐堀   65周年 2016年 4月 2日(日） ＫＫＲホテル大阪 

大阪サウス   60周年    2016年 5月 7日（土） たかつガーデン 

 ともに歴史あるクラブです。ぜひご出席ください。 
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ＹＭＣＡ東山荘オリジナルグッズ創立 100 周年記念セールのご案内 

 

ＹＭＣＡ東山荘は、2015年に創立 100周年を迎えました。今年 10月には新しい本館で

新たなスタートを切ります。そこで東山荘創立 100周年を記念し、ＹＭＣＡオリジナル

グッズを東山荘で取り扱っているとの案内をいただきましたのでご紹介します。特別価

格で販売していただけるそうです。お問い合わせは下記までお願いいたします。 

ＹＭＣＡ東山荘 担当：遠藤・横山幹 (tel)0550-83-1133(fax)0550-83-1138 

 (e-mail) endou.mai@japanymca.org    yokoyama.miki@japanymca.org 

 

 第７２回ワイズメンズクラブ国際大会 台湾（台北）のオフィシャルエー

ジェントが決定しました。 

 

常任役員会にて、第７２回国際大会のオフィシャルエージェントとして、応募いただき

ました(株)トラベルファイブジャパン社が承認されましたのでお知らせいたします。 

 

 尚、国際大会の募集案内、募集要項、旅程、登録手続きの諸手続き用のホームページが

整いましたのでご案内します。京都で開催されましたアジア地域大会で台湾の皆様が送

った熱いアピールに応えましょう！ 

http://travel-5.jp/kokusai-taiwan/ 

 

     

  

第１９回西日本区大会のご案内 

２０１６年６月２４日（金）前夜祭 会場 ホテル ニューオータニ大阪 

２０１６年６月２５日（土）～２６日（日） 

大会会場 松下ＩＭＰホール（大阪市中央区城見１－３－７） 

懇親会場 ホテル ニューオータニ大阪（大阪市中央区城見１－４－１） 

ホストクラブ ホスト  大阪泉北クラブ 大阪サウスクラブ 

       コホスト 和歌山クラブ・奈良クラブ・大阪堺クラブ 

大阪河内クラブ・大阪長野クラブ・和歌山紀の川クラブ 

第１９回西日本区大会メネットアワー開催のご案内 

２０１６年６月２５日（土）１０:３０～１２:００（予定） 

会 場 大阪ビジネスパーク（ＯＢＰ）３ ツイン２１ＭＩＤタワー会議室にて 

大会及びメネットアワー共通 

最寄りの駅 ＪＲ大阪環状線・東西線「京橋」駅、京阪本線「京橋」駅、 

地下鉄「大阪ビジネスパーク」駅 

 

http://travel-5.jp/kokusai-taiwan/
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皆さまのお手元へ申込み資料をお届けすべく、クラブ会長様へ発送いたしました。 

３月３１日までのご登録には早期割引をご用意しております。 

ご登録はクラブ単位でお願いいたします。詳しくは資料をご覧ください。 

 

 

理事通信への掲載 

 

「クラブの周年行事」や、「クラブ事業」などを西日本区の皆さまにお知らせしたい時は

理事通信をご利用下さい。毎月 25日までにメール文章で、理事事務局長宛お送り下さい。 

理事事務局長 山田理学（大阪泉北クラブ） 

Ｅ-mail：no.yamada@hb.tp1.jp 

 

 

 

 

 

  

 

※ 東日本大震災復興支援(目標額 200 万円)は今期も継続して実施 

しておりますので、皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

 

mailto:no.yamada@hb.tp1.jp

