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理事主題 

「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」 
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 岩 本  悟 

【 新春のお慶びを申しあげます 】 
 私の理事職も上の主題・副題を掲げて半年が経過しました。各クラブの皆様や部長始め区役員の

皆様のお蔭をもちまして活発な活動を展開して頂いております。減少を続けていた会員数も１１月

末現在で、入会者７８名 退会者９名 純増６９名で推移しております事に心より感謝申し上げま

す。山藤哉ＥＭＣ事業主任共々２０１７年６月末で１，７００名を目指しておりますので、引き続

き皆様のご協力を切にお願い申し上げます。 
  
 この動きを確かなものにするために、「ワイズ将来構想特別委員会」を立ち上げ活動を始めてお

ります。これは非常に大事な事なので、この１月号とは切り離して「新春特別号」として同時に配

信いたします。クラブ会長様は、全メンバーに周知徹底していただき気運盛り上げにご協力をお願

いいたします。 
 
 タイのバンコクで１２月９－１１日次期理事研修会（ＲＤＥトレーニング）があり大野次期理事

が参加。１１－１２日年央会議（ＭＹＭ）に私が参加してきました。報告すべき重要案件は、①ア

ジアパシフィック地域でエクステンション委員会を立ち上げる。委員長にＩＰＡＰのエドワード氏

が就任。ＹＥＳ献金からアジアにきている約３万ＵＳ＄の有効活用でアジアの活性化を図る。 

 

 

2017 年１月１日発行 

 

 
大野次期理事 熱心に拝聴 

 
両日本区と台湾区の現・次期理事 

 

ＭＹＭ参加メンバー 
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②西村国際書記長から、経費節減や事務迅速化の為にポータルパズ普及に対する効力依頼や決算・

予算が主な審議内容でした。 
   
 ２月４－５日 第２回東西日本区交流会の参加申し込みはお済でしょうか？１２年ぶりの開催で

もありリニューアルされた東山荘で開催です。東西対抗戦やＤＢＣ交流等々 楽しいプログラムが

盛りだくさんに準備されています。是非参加されてワイズエンジョイに繋げて下さい。締め切りは

１２月末まででしたが、１月早々なら間に合うと思います。 
 
 国際選挙はお済でしょうか？ 今年は周り年で次期における次期国際会長、次期国際会計、次期

国際議員の３つが一緒にあります。次期国際会長は台頭著しい韓国から。次期国際議員には東日本

区から元理事が候補者に上がっております。ワイズの将来を左右する大事な選挙です。１月末の到

着ですから、中旬発送を目処に全クラブ投票をお願いします。 
 

【西日本区事務所を今年４月から毎週火曜日を休日にします】 
 西日本区事務所運営委員会と事務所職員の方々との協議により、２０１７年４月から毎週火曜日

を休日に致します。これは事務所からの提案によりますが、郵便物の配送もなく仕事量が最も少な

い事。緊急時の連絡等は区書記、又は区事務局長に代行して頂く。ひいては区の財政も逼迫してい

る中、経費節減も目的です。ご理解とご協力をお願いします。 
事務所が開いているのは、月、水、木、金曜日の１３時から１７時です。（祝日は休日） 

 

【２０１７アジア大会＆ＡＹＣとオフィシャルエージェントの件】 
 第２７回アジア・パシフィック地域大会は７月２１－２３日 ＡＹＣは７月１９－２３日 タイ

のチェンマイで開催されます。ＡＹＣに関しての参加申し込み要領は１月早々には発表予定です。 
発表され次第、ご案内いたします。またオフィシャルエージェントの申し込みは２０１６年１２月

２５日をもって締め切りました。応募１件がありました。常任役員会で審議確定後、ご連絡いたし

ます。 
 最後になりましたが、２０１７年が皆様にとりまして思いで深い良い年になりますようお祈り申

し上げます！ 
                             以上 西日本区理事 岩本 悟 
 
◇１月の強調月間  ＩＢＣ・ＤＢＣ 
                 

                         西日本区国際・交流事業主任 森田美都子 

ＩＢＣは（International Brother Club の略）、ＤＢＣは（Domestic Brother Clubの略）。 

外国（ＩＢＣ）、国内（ＤＢＣ）の特定クラブと兄弟縁組をして永続的な交流を重ねる事業です。 

未締結クラブ、これから新しい出会いを求めるクラブは２月４・５日と 10 年振りに開催される東西

交流会でまたとないＤＢＣチャンスを求めて交流しましょう。 

ＩＢＣ締結予定クラブ   大阪泉北クラブ / 台北Ａ-Ｌｉｓｔクラブ 

ＤＢＣ締結予定クラブ   大阪高槻クラブ / 千葉クラブ 
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西日本区ＥＭＣ事業主任 山藤 哉 
11 月に新しく 14名が入会されましたので紹介します。心から歓迎いたします。 

                                      （敬称略） 
 
 
 
 
 
 
 

今月の聖句 

「イエスを見るために、走って先回りし、いちじく桑の木に登った。」 

                     ルカによる福音書 19章４節 

聖書の小窓 「一歩一歩踏み出す」 

西日本区チャプレン 立野 泰博 

 

仏教詩人である坂村真民さんの詩集につぎのようなものがあります。  

  すべてとどまると  

    くさる  

    このおそろしさを  

    知ろう  

    つねに前進  

    つねに一歩  

    空也は左足を出し  

    一遍は右足を出している 

    あの姿を  

    拝してゆこう  
 

 ザアカイはイエス様に出会うために、自分から木に登りました。一歩踏み出した

のです。自分の人生が不安で仕方なかったのです。そこで一歩踏み出したのです。

私たちも止まってはいけない。 

新年を迎えて、どんなことがあっても神様を信頼して一歩前進したい。私たちの

集まりは一歩踏む出す力を神様から与えられています。 

 

新しい仲間 
 

京都部  谷 圭一郎 京都グローバル   九州部 中原 宏子 熊本ひがし 
     橋口 誠  京都ウェル         古藤 靖憲 熊本ひがし 
     森田 早苗 京都パレス         村上龍太郎 熊本ひがし 
     梅田 大介 京都パレス         田中 智子 熊本ジェーンズ 
     中野かおる 京都ウエスト        志垣 英海 熊本ジェーンズ 
西中国部 河原 善人 岩国            中山 順博 熊本ジェーンズ 
九州部  本田佐智子 熊本ひがし         橋本 大耶 熊本みなみ 
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後期「半年報提出」のお願い  
 半年報は、西日本区の現状を把握する資料であり、区費や負担金等の算出基盤となる重要

な資料となります。各クラブ会長は下記の点にご注意の上、提出期限厳守で所属する部の部

長までご提出ください。 

① 記載内容の期日 ：１月１日現在 

② 提出期限と提出先：１月 10日までに所属する部長まで 

12月中旬ごろに後期半年報のご案内を「半年報」用紙添付の上、クラブ会長に送信させてい

ただきます。 

また、西日本区ホームページ（http://www.ys-west.or.jp/）の資料庫からＰＤＦ，Wordデ

ータともにダウンロードできます。御協力を宜しくお願いいたします。 

 

 

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・ユース献金 １人 2,000円  

 

3月 15日 

国際ＡＳＦを含む 
ＣＳ（地域奉仕活動）献金 １人 1,500円  
ＲＢＭ（ﾛｰﾙﾊﾞｯｸﾏﾗﾘｱ）献金 １人   800円 

ＴＯＦ献金 １人 1,400円  
ＦＦ（ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｽﾄ）献金 １人   800円  
ＢＦ献金 

（現金+使用済切手交換分） 

１人 1,500円 切手 2月 28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献金（記念ごと献金） １口 CHF120 

3月 15日 
 

ＹＥＳ献金 １人   500 円 達成クラブは表彰 
ＪＷＦ献金 １口 5,000円 随時  
東日本大震災復興支援金 合計 150万円 随時 西日本区目標 
熊本地震復興支援金 合計 150万円 随時 西日本区目標 

 
1）送金はすべて所定の「支払取扱票」（郵便局）で西日本区事務所へ 
2）支払人の「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 
 遅れる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。 
※東日本大震災復興支援金・熊本地震復興支援金（西日本区目標額各 150万円） 

にご協力をお願いします 

 
 

 
 

                          

http://www.ys-west.or.jp/


5 
 

                            
 
 
 
 
                          告示日：2016 年 12 月 24 日 

ワイズメンズクラブ国際協会 
西日本区 クラブ会長 殿 

西日本区理事 岩 本   悟 
次々期理事候補者等指名委員会 

委員長 遠 藤 通 寛 
 
 

次年度における次々期理事候補者の推薦について 
 
 平素よりワイズ運動へのご奉仕に心より感謝申し上げます。 
 さて、このほど西日本区定款第８条にしたがって次年度における次々期理事候補者等指名

委員会が構成され、次年度における次々期理事（2019～2020 年度理事）候補者について立

候補を募ることとなりました。 
 指名委員会は、標題の件に関しましてここに告示いたします。 
クラブで立候補される方がおられる場合は、次の要領にしたがって立候補届出の手続きを

進めて頂きますようご案内申し上げます。 
 

記 
１． 望まれる立候補者の資格 
    西日本区役員（分割前の日本区を含む）の経験がある方。 
２． 届出の方法 
   「立候補届出書」・「会長の推薦状（書式自由）」をご提出下さい。 

（記載内容）① 氏名 ② 生年月日 ③ 住所 ④ クラブ名 ⑤ 写真 
⑥ 入会年月日 ⑦ ワイズ活動での経歴 ⑧ その他 

   （届出先及び期限） 
      届出先 指名委員会 委員長 遠藤 通寛 
         〒530-0044 大阪市北区東天満 1-10-8-1301 
      期 限 2017 年 3 月 18 日（土）までに必着のこと 
※ 提出期限は上記の通りでございますが、事務手続き上 3 月 15 日(水)までに 

御提出下さいます様、お願い申し上げます。郵送とあわせて、e-mail にて 
御連絡頂きますと助かります。 E-mail: cucpb907@occn.zaq.ne.jp 

３．写し（コピー）を指名委員である所属部部長へご提出ください。 
４．なお、立候補無き場合は、西日本区定款第8条第5項及び、『次々期理事等指名 

委員会内規』に基づき、委員会において指名を行うことと致します。 

＊ ご不明な点は、委員長遠藤（携帯 090-7764-5712）までご連絡ください。  以上 
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■2017年１月９日（祝・月） 熊本むさしクラブ20周年記念例会 

               ホテル日航熊本 

■2017年２月11日（祝・土） 大阪なかのしまクラブ20周年記念例会 

ホテルグランヴィア大阪 
■2017年４月１日（土）   長浜クラブ30周年記念例会 

北ビワコホテルグラツィエ 
■2017年４月２日（日）   大阪堺クラブ55周年・大阪長野クラブ40周年合同記念例会 

ノバティホール(河内長野駅前市民センター) 
■2017年４月15日（土）   彦根シャトークラブ35周年記念例会 

XIV（エクシブ）琵琶湖 
■2017年５月14日（日）   名古屋東海クラブ50周年記念例会 

マリエカリヨン名古屋 
 
 

 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 

 

 

周年記念例会情報                     

 

 

俵山ルート８ヶ月ぶりに開通 

2016年 4月の熊本地震で被害を受け不通に

なっていた俵山ルート（県道高森線の西原

村から南阿蘇村までの約 10 ㎞）の応急復旧

工事が終わりました。およそ８ヶ月ぶりの

開通で、孤立感のあった地元西原村の住民

の方や観光関係者の方も喜んでいます。12

月 24 日当日は、午前 11 時の開通を待つ車

の列ができたほどです（写真は地震前）。 

mailto:mizumped@lime.ocn.ne.jp

