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Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit !

―定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！―
Doubling membership through having substantial meetings and active service !
西日本区理事 ዝ ዝ

ዝ

荒川恭次中部直前部長にエルマークロウ賞！
８月４日から７日まで台湾の台北にて第 72 回国際大会が開催され、参加して参りました。日本か
ら約１８０名、地元台湾から約３８０名、その他約２４０名、ユース約１００名と総数約９００名
の参加で盛会裏に終わりました。１９９８年７月、京都で開催された第 58 回国際大会の２０００名
には遠く及ばなかったものの、昨年のアジア大会に近い参加でした。特に地元台湾の参加者が多か
ったのが印象的でした。
２日目午前：西日本区にとってナイスサプライズがありました。なんと台湾区から熊本地震に対
して沢山の献金を頂きました。熊本にしクラブは台中のエバーライフクラブとＩＢＣ締結をしてお
り、そのクラブを中心に台中部から沢山に献金を頂いていましたので、更なる献金に二重の驚きで
あり喜びでした。改めて台湾の方々の親日感情とワイズメンの素晴らしさを実感した次第です。
２日目午後：アジア会議があり、理事として方針と目標をプレゼンするようにとの事で英語版の
パワーポイントを準備していましたが、役員引継ぎや表彰で時間をとり結局、時間切れで理事全員
のプレゼンが無くなったのは残念でした。
３日目午前：京都キャピタルクラブ、台北アルファークラブ、東京クラブのＩＢＣ締結式があり
ましたので、森田美都子国際・交流主任と共に立会いました。印象的だったのは、京都キャピタル
の森 繁樹会長の英語による力強い喜びと抱負の挨拶でした。
４日目終了後：荒川中部直前部長に素晴らしいご褒美がありました。１年間素晴らしい働きをし
た部長に送られるエルマークロウ賞が、遠藤直前理事から西日本区参加者の前で送られました。改
めて荒川直前部長 受賞 誠におめでとうございます！
最後に報告が３点
１）来年のアジア地域大会は、７月２１日～２３日タイのチェンマイで開催されます。
皆様、スケジュールに記入をして下さい。
２）今年８月４日から、オーストラリアがアジアエリアに編入となり、アジア・パシフィックエリ
アとなりました。
３）８月２８日の中部部会を皮切りに各部会が始まります。部会参加は、クラブを超え、更には他
部会参加の場合は、部を超えて交流が拡がるワイズの醍醐味です。多くの部会に参加される事
をお勧めいたします。ワイズライフをエンジョイしましょう！！！
1

台湾区直前理事から熊本地震へ献金

アジア会議に臨んで！
隣は利根川恵子東日本区理事

ＩＢＣ締結式

遠藤直前理事から荒川直前部長へ
エルマークロウ賞の授与

2015 年の第 26 回アジア地域大会開催に対し感謝の意を表して
Edward Ong 直前アジア地域会長から西日本区に盾が贈与されました
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【ワイズ将来構想特別委員会委員長決まる！】
７月の第１回西日本区役員会にて、シンクタンク的機関として設置が承認されました。
常任役員会を経て、委員会委員長に京都ウエストクラブ森田恵三氏、委員に岩本悟理事、大野勉
次期理事が選任されましたのでご報告します。尚、委員会開催後、委員は数名増員の予定です

【国際議員の候補者選出について】
2017年７月１日から2018年６月30日に次期国際議員として、その後の2018年７月１日～ 2020年６
月30日に国際議員として奉仕頂く方の候補者推薦依頼がきています。
ワイズ発展に向けての強い信念や英語によるコミニュケーション能力が求められますが、関心の
ある方、又は推薦する人がいる方は、９月10日までに西日本区事務所、または岩本 悟理事までご
連絡下さい。

ዝዝዝዝዝዝዝዝ
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西日本区メネット事業主任

亀浦

尚子

（熊本にしクラブ）

事業主題 「

前に向かって！」
“For the future ! ”
一緒に進もう仲間とともに！ 自分のペースで始めてみよう！

いつもワイズダムへのご奉仕、感謝申し上げます。
西日本区ワイズメン・メネットの皆さまこんにちは！

９月はメネット強調月間です。各クラブのメ

ネットの皆さまが親交を深め、自己研鑽に励み、ワイズメンズクラブの為にメン・メネットが協力して
活動されることをお願い致します。
今期の国内プロジェクトはフリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」への支援です。プロジェク
トの理解を深める企画を考えて、ご夫婦で９月例会に参加して頂ければ幸いに思います。

事業方針
・ワイズメンズクラブ入会式にメン・メネットご夫婦で出席することにより、ワイズメネットの活動を
理解する良い機会にしましょう。
・ワイズメンズクラブは家族（メネット・コメット）で参加できるボランティア団体です。ファミリー
での活動を呼びかけ広めましょう。
＊クラブ会長様にお願い致します。クラブ入会式に、ご夫婦やファミリーで出席された方は必ずお写
真を撮ってメネット事業主任まで送って下さい。事業通信に載せさせて頂きます。

国内プロジェクト
・フリースクール箱崎自由学舎「えすぺらんさ」への支援
・支援目標金額 １５０万円
《支援内容》
１ 福岡ＹＭＣＡと「えすぺらんさ」協働で計画している、子どもたちの自立に向けたこころの
プログラム

えすぺらんさ スタディープログラム iｎ 沖縄 ‼

２「えすぺらんさ」環境整備の支援
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マタイによる福音書 25 章 29 節 （タラントのたとえ）
聖書の小窓 ዝዝዝዝዝዝዝዝዝ
西日本区チャプレン

立野 泰博

イソップの物語に「けちんぼう」というのがあります。
「けちんぼうの人が持ち物をすっかり金と取り替えて、その塊を手に入れました。
そして、壁の下に埋めておいて、始終やってきてはながめていました。近所に住ん
でいる一人の職人が、けちんぼうが行ったり来たりしているのに目をつけて、本当
のことを見抜き、けちんぼうが行ってしまってから、金の塊をとっていきました。
けちんぼうがやってきてみると、そこがからっぽになっているので、髪をかきむし
って泣いていました。こうしてけちんぼうがひどく悲しんでいるのをみて、そのわ
けを聞いた人がいいました。
『悲しみなさるな。石をひろってきて同じところへお埋めなさい。金が埋まって
いると思えばいいでしょう。金があったときでも、あなたは使わずにいたのだから』
使わなければ、どんないいものを持っていても、なんにもなりません」。
「金」と「賜
物」とを取り替えて読んでもドキッとします。
神様から与えられている賜物は用いることによって生かされます。私たちの持っ
ている賜物をどんどん出して神様の祝福をいただきましょう。

国際・交流事業主任 森田美都子

ワイズメンズクラブ第７２回台湾国際大会

（京都パレスクラブ）

太平洋に浮かぶ最も美しい島フォルモッサと呼ばれるうるわしの国台湾で「第 72 回国際大会」が開催
されました。会場となった由緒正しき圓山大飯店において慣例に則り重々しく格調高く２年ぶりの国際
大会はスタート。昨年第 26 回アジア地域大会を京都で経験し、今期は国際交流事業主任としての立場か
ら参加した私にとって大会中の行事展開はより深く浸透し意欲満ちる姿勢で臨める印象深い大会となり
ました。
中でも２日目の朝、西村国際書記長がハンドマイクで会場を闊歩しながら朗々とした口調で発せられ
る概況報告はワイズメンズクラブの国際的な情報や情勢を知る又とない貴重な意義ある時間です。
会員数が三万人を切った事、国際プロジェクトの献金が目標の 60％達成で厳しい状況である事、サテ
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ライトオフィスがタイのチェンマイに移動し西村ＩＳＧが移動し事務を行う事で経費節減を試みるなど
の少しネガティブ報告もあったがアメリカ地域ではワイズメンズクラブ設立１００周年を２０２２年に
向けてカリフォルニア州で記念大会をする予定である事や、韓国地域ではもうすぐ一万人を超えるメン
バー数になってきている件など興味深い前向きのニュースがしっかりと伝えられました。
新国際会長はカナダの Joan Wilson さんが就任。偶然にもホテルの部屋がお隣であった私が IP ナイト
の直前にドァー前で彼女に「今夜は何をお召になるのですか～」の軽い問いかけに「えェ、ちょっとチ
ャイナっぽいロングを着ようかなってかんがえているの」と人なつっこい笑顔の女同士のたわいない会
話に応えてくださったその方が、数時間後の３６０度ステージ上で全てのスポットを浴びながら新国際
会長宣言としての雄々しく力強いスピーチで所信表明をされ全員が魅了された時は全身総毛立つ感動に
打ち震えました。
なかでも CLEAR の言葉を使い
C : Communication,

L: Leadership, E: Everyone, A: Action、R: Responsibility,

それぞれのキーワードを持って各ワイズが行動すれば素晴らしい結果に結びつくと訴えられる姿は、国は異
なれどワイズメン皆が同じ目標に向かおうとする結束オーラを強く感じ共鳴する IP ナイトとなりました。
３日目は花博会場において台北アルファ・東京クラブ・京都キャピタルクラブさんによりトライアン
グルＩＢＣ締結が行われました。記念すべき国際大会の場で結ばれたクラブがこれから末永く交流の輪
を拡げ発展されることを心から願ばかりです。
国際・交流事業として東西主任が相談し京都から持参したお粗末模造紙で“Wanted IBC!” のお見合い
コーナーをロビーの片隅に貼り付けたところ予想を上回る反響の書き込み。今大会会場で大阪泉北クラ
ブさんと台北 A-list クラブさんのお見合いその場で決行。今後は締結に向けての love match に期待する
ところでうれしい楽しみが生まれました。
国際大会は国際交流事業そのものであり、開催地、開催年度で異なった様相が繰り広げられる醍醐味
は、参加し肌で感じたものだけが経験出来るワイズメンの特権です。
我々国際協会に所属するワイズメンは誰もが是非誇りある大会の臨場感に浴してほしいと切望します。

Joan Wilson 国際会長

西日本区歴代交流事業主任
この台湾国際大会で西日本区歴代交流事業主任が六代に
渉り勢揃いしました。
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各期の諸先輩共々、これからの国際交流事業への弛まぬご協力を皆々さまに懇願する思いを含めて
最後に各期の熱い事業主任メッセージを階段順にご披露させていただきます。

☆廣瀬一雄ワイズ（2011 年～2012 年

六甲部 西宮クラブ）

「2011 年の事業主任の時、アジア大会に参加して以来の台湾訪問でした。今回の国際大会では素敵な皆
さんとお出会い出来てメネット共々楽しく過ごした５日間でした。再会、サイチェンを祈念して…」

☆石田由美子ワイズ（2012 年～2013 年

六甲部 宝塚クラブ）

「宝塚大劇場、26 段の大階段を思い出し誰が言うともなく、この様に並んだ 2011 年からの交流事業主任で
す。楽しくなければワイズじゃない！次は大きな羽根を背中につけてトップスターの気分を味わいたい！」

☆上村眞智子ワイズ（2013 年～2014 年

九州部 熊本ジエーンズクラブ）

「『ワイズの醍醐味は“交流”にあり』の合言葉を絵に描いた様に、台北で楽しく素晴らしい交流の時間
を持ちました。皆様謝謝！」

☆川本龍資ワイズ（2014 年～2015 年

中部

名古屋クラブ）

「西日本区６代連続の交流事業主任が、このように国際大会に終結出来た事、素晴らしい

交流は、ワ

イズの醍醐味!を実感しています。更に交友が深くなり、重ねて感謝!」

☆中井信一ワイズ（2015 年～2016 年

阪和部 奈良クラブ）

「体験に基づいた苦労・感動したお話を共有出来た良い機会でした。現主任の応援団として、"交流はワ
イズの醍醐味"を広げます。」

☆森田美都子ワイズ（2016 年～2017 年

京都部 京都パレスクラブ）

「偉大なる諸先輩の足跡を仰ぎつつ Y’s 国際交流で“Let’s Feel the World !”」
ワイズメンズクラブのメンバーは国際交流を全身全霊で楽しみましょう！

“

S

T

E P

”

デンマークから ESBN 君が来日！
国際・交流事業主任 森田美都子
（京都パレスクラブ）
過日より西日本区メンバー各位へ募っておりましたＳＴＥＰホストファミ
リーが決定しました。
９月 22 日～10 月 13 日まで京都部・九州部・びわこ部のメンバー各宅でお世
話になります。色々なプランを熟考戴きながら１９歳のエスベン君に西日本区
内をそしてワイズメンを訪ね実りある交流をしていただきます。
どこかで遭遇されるときは、ぜひ温かい握手でウェルカムＳＴＥＰをよろし
くお願いします。
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ＥＭＣ事業通信 第１号

２０１６年８月 22 日
ＥＭＣ事業主任 山藤

哉

（京都部・京都グローバルクラブ）

今期 EMC 事業主題

「ワイズ魂でメンバー増強！！
行動するのは今！！」
この度、西日本区ＥＭＣ事業主任を拝命いたしました京都部・京都グローバルクラブの山藤

哉

です。至らぬ点多々あると思いますが、皆様ワイズの温かい気持ちで、どうぞ１年間宜しくお願い
致します。

〈各部でのＥＭＣシンポジウム〉
７月２日（土） 西中国部 ＥＭＣシンポジウム・ＹＹフォーラム・１００人委員会
（ＥＭＣ１００推進チーム）

場所

広島ＹＭＣＡ

今期の事業方針等メンバー増強の成功事例等をお話しさせて頂いた後グループに分かれてのディ
スカッション等を行いＹＭＣＡとの関わり合い、クラブの問題点等活発に話されました。１００人
委員会では各クラブ会長から「今期の会員増強目標宣言」が行われました。各クラブ会長の発表の
合計は１００人をクリアしました。
７月３日（日） 九州部ＥＭＣシンポジウム

場所 熊本中央ＹＭＣＡ

九州部のＥＭＣシンポジウムに参加させて頂きました。講演の後、活発な質疑応答九州部のメン
バーの熱意を感じました。ＥＭＣ主査の木佐貫さんがメンバー増強に対する思いを話されました。
７月 18 日（月・祝）瀬戸山陰部ＥＭＣシンポジウム

場所

日本キリスト教団岡山教会

今期の事業方針等をお話させて頂いた後、各クラブの現状と課題そしてこれからのＥＭＣ活動に
ついて各クラブ会長から話されました。
７月 22 日（金）
・29 日(金)

京都部ＥＭＣシンポジウム

場所

京都ＹＭＣＡ

京都部は２日間で 18 クラブの会長・ＥＭＣ委員長等に参加して頂きシンポジウムを開催されまし
た。両日とも各クラブから意見交換がなされました。
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〈クラブ例会訪問〉
７月１２日（火） 滋賀蒲生野クラブ キックオフ例会及び再入会式
滋賀蒲生野クラブのキックオフ例会でＥＭＣアワーとして卓話の時間を頂きました。又、同時に再
入会式も行われました。
７月１４日（木） 神戸ポートクラブ キックオフ例会及び入会式
神戸ポートクラブのキックオフ例会及び入会式に立ち会わせて頂きました。お若い２名の入会です
ので、頑張って又ゲストをよんで頂ければと思います。
７月２０日（水） 大阪茨木ゴルフコンペ
７月２１日（木） ＥＭＣ事業委員会を開催
以上７月に参加したシンポジウム・例会等です。これからも日程が合えばＥＭＣ事業主任として参
加させて頂きます。よろしくお願いします！！
今期のＥＭＣ事業委員会のメンバーは以下のメンバーで運営してまいります。
役職名

氏名

所属部・クラブ

メール・アドレス

EMC 事業主任

山藤

哉

京都部・京都グローバル santo@c21santo.com

EMC 直前事業主任

小野

勅紘

六甲部・西宮

chocobay23@almond.ocn.ne.jp

EMC 次期事業主任

三科

仁昭

京都部・京都東稜

h.mishina@sanei-unsou.com

各部ＥＭＣ事業主査
部
中

ＥＭＣ事業主査（所属クラブ）
部

びわこ部

松原

行謙（名古屋グランパス）

小杉

俊秀（草津）

京都部

久保田雅彦（京都グローバル）

阪和部

内田

勝久（奈良）

中西部

清水

真一（大阪茨木）

部
六甲部
瀬戸山陰部
西中国部
九州部
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ＥＭＣ事業主査（所属クラブ）
野呂

隆（神戸学園都市）

福島 庸二（鳥取）
清水

恵（呉）

木佐貫浩一（熊本みなみ）

地域奉仕・環境事業通信 第 2 号
2016 年８月 25 日

自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよう。

地域奉仕・環境事業主任 福島

Creating opportunities and accepting opportunities

貴志

（熊本スピリットクラブ）

for change.

「やっと晃（ひかる）を家に連れて帰ることができる」。母は絞り出すような声で語った。８月11日に、
熊本地震で唯一、行方不明になっている熊本県阿蘇市の大学生大和晃さんの可能性がある遺体の一部が
４カ月ぶりに、見つかりました。「二次災害の危険がある」と行政側が捜索に二の足を踏む中、「息子を
捜し出す」と手掛かりを求め、現場に通い続けられました。少しずつ、復興に向けて動き出している熊
本。明るいニュースも増えてきているものの、その中で取り残されている方々もたくさんおられます。
大和晃さんのご家族も４カ月経ってやっと一歩を踏み出す事ができたのではないかと思います。
熊本ＹＭＣＡが、運営している益城町体育館の避難所にはまだ500名を超える方々が避難生活を強いら
れています。熊本ＹＭＣＡの息の長い寄り添った支援。多くのボランティアに支えられ、特に炊き出し
ボランティアの暖かい支援は、避難所での健康的な生活に欠かせないものになっています。ありがとう
ございます。
一方、被災地障害者支援センターくまもとには、毎日50件以上のＳＯＳが届いています。災害により、
障害者の生活は困窮を極めています。まだまだ、復興への道のりは厳しいというのが現状です。
いわゆる健常者にすれば、復興が進んでいるものの、障がい者にとっては、まだまだその道のりは遠
く、彼らが本当の意味で復興を感じた時が、本当の意味での復興であると思います。どうぞ、各クラブ、
各部において、熊本支援に関して考える機会をつくって頂ければ幸いです。
相模原市緑区の障害者施設「津久井やまゆり園」で入居者19人が刺殺された事件。多くの人々に衝撃
を与えました。薬物依存、精神障害による措置入院など報道が流れていますが、私は、間違った思想に
よる犯行というより、テロだという認識を持って報道を注視しています。戦後71年を迎える終戦記念日
を忘れることなく、平和への祈りを全てのワイズメンズクラブメンバーと共に捧げ、命の尊さを多くの
方々にこの事件を機に伝えていく事ができればと願っています。この世にいらない人はいないという事
を…一人一人がその人らしく生きる権利を持っていることを…。
地域奉仕・環境ニュース
京都ワイズメンズクラブ ５月 29 日（ブリテンよりの情報）
京野菜マルシェ＆熊本地震被災者支援募金箱設置

ご奉仕ありがとうございます。

小銭以外にも千円札が数枚入っていたそうです。 ＹＭＣＡ寄付金積立金 32,752 円
大阪茨木ワイズメンズクラブ ７月 30 日・31 日（ブリテンよりの情報）
茨木フェスティバル たこ焼きとタコセン販売
リーダーとリーダーＯＢと協働でのご奉仕、ありがとうございました。
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【すばらしき

ワイズメン紹介】
理事

岩本

悟

大阪泉北クラブの猪瀬正雄メンをご紹介します。猪瀬メンは昨年度の遠藤理事期の事務局員もされて
いました。猪瀬メンは東北震災後、大船渡市が個人からの支援を受け付けていると聞き、大船渡市に電
話して必要としているものを聞き届ました。その後のお礼の電話から更に支援は続き、翌年には奥様と
大船渡市を訪ね、野球少年と初めて会いました。今回の取材のキッカケは朝日新聞が企画した「声」に
震災後の野球少年応援の経緯を投稿された事です。詳しくは８月７日と17日の朝日新聞の記事をご覧く
ださい。
更には持ち前の特技を活かし、熊本城復興支援チャリティ絵はがきを販売して多額な支援を熊本城復
興支援口座に送金され、大西熊本市長（熊本にしメンバー）からお礼状も頂いておられます。
ワイズは、良質な社会人を世に送り出すリーダーシップトレーニングの場ですが、正に、それを実践
されている素晴らしい実例です。
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部

開 催 日

曜日

開 催 地：会 場

ホストクラブ

中 西 部

2016年９月３日

土

ホテルグランビア大阪

大阪高槻

阪 和 部

2016年９月４日

日

和歌山ＹＭＣＡ ６階ホール

和歌山紀の川

京 都 部

2016年９月11日

日

グランドプリンスホテル京都

京都プリンス

びわこ部

2016年10月８日

土

琵琶湖汽船 ビアンカ船上

彦根

瀬戸山陰部

2016年10月15日

土

ピュアリティまきび

岡山

西中国部

2016年10月29日

土

山賊

岩国みなみ

九 州 部

2016年10月２日

日

ＡＮＡクラウンプラザホテル 熊本ニュースカイ

熊本ひがし

六 甲 部

2016年11月12日

土

ラッセホール

西宮

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には、
理事通信をご利用ください。毎月 25 日までにメール文章で、理事事務局長宛お送りください。
理事事務局長 水元裕二 （熊本にしクラブ）
E－mail：mizumped@lime.ocn.ne.jp

菊池渓谷（熊本県菊池市）
阿蘇外輪山の中腹に広がり「渓谷美の極
致」と賞される。阿蘇くじゅう国立公園
の特別保護地区、菊池水源として名水
100 選に選定されている。
熊本地震で、土砂崩落や多数の箇所で落
石などが発生したが、少しずつ復旧して
いる。
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