国際会長(IP) Henry J. Grindheim(ノルウェー) “Let us walk in the Light-together”「ともに、光の中を歩もう」
アジア･太平洋地域会長(AP)Tung Ming Hsiao(台湾) “Respect Y’s Movement” 「ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう」
西日本区理事(RD) 大野勉(神戸ポート)「2022年に向けて心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
“Healthy mind & healthy body make healthy club”

春よ来い！必ず来い！
みんなの力で、心の春を呼び込みましょう！
西日本区理事

大野

勉（神戸ポート）

地球温暖化とはいえ、今季の冬は、寒さの厳しい冬でした。国道８号線での 48 時間立
ち往生というニュースを聞いて、自分がもしそうなったらと思うと、本当に大変な苦しみ
をもたらすものだと感じました。人の痛みや苦しみを理解するには、その人の想像力が大
切だと思います。目を閉じて、その場面を想像（像を描いてみる）することで、少しでも
理解できると思います。被害にあった人からは、「他人には分からない」と言われるかも
知れませんが、私たちワイズは、
「理解しようと想像できる」力を持っていると思います。
人に寄り添い、心から支援できる、そんな取り組みが「事業報告書」として、各地、各ク
ラブから届いています。心の春が、社会を温かくする。ワイズの取り組みは素敵です。
健康に感謝しながら、共にワイズの春を迎えましょう。

３月は、JWF の月です。
JWF は皆様の行為によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金をお願
いします。

岩本

悟 JWF 管理委員長（熊本にし）

今月の聖句 2018.３
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３章７節

大切なのは、植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。
聖書の小窓

「その人にあった成長を」

中国の昔話にこのようなものがあります。 「ある人が種をまいてから、毎日毎日その畑
を見回っていました。ところが、となりの畑の方が芽の伸びがよい。うちの方が悪すぎると
いうことに気づきました。そこである夜、自分の畑にでかけていき、一本一本手で引っ張っ
て伸ばしました。翌日あれからどれだけ伸びているか期待してみにいきますと、全部の芽が
お辞儀をしていました」。笑い話ですが、笑えない話です。
神様はその人にあった成長を一番よく知っておられます。ところが私たちは無理に伸ばそう
として駄目にしてはいないでしょうか。ワイズ活動も同じだと思います。神様はワイズが成
長することを知っておられます。無理に引っ張ってみたり、押えてみたりしていないでしょ
うか。
神様はワイズを成長させてくださいます。私たちは、その成長に貢献していく。それには楽
しくなければいけませんよね。
西日本区チャプレン立野泰博（熊本ジェーンズ）
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３−１

新入会のお知らせ
おめでとう！新入会予定者（3 月）（2 月はありませんでした）
京都パレス：２名、大阪茨木：１名、神戸ポート：２名、宝塚：４名、西宮：１名
計 10 名 今期の合計５８名 さらなる増強をお願いいたします。

３−２ 事業報告提出のお願い
今期の事業につきまして、続々と事業報告が西日本区事務局に届いています。
各事業の表彰対象となりますので、各クラブ・部におかれましては、今期の事業報告を 3
月末を目処にご提出いただきますよう、よろしくお願いします。
３−３ 国際投票結果の報告
次々期国際会長：Jennifer Jones (オーストラリア)および国際憲法改正：全ての項目にお
いて投票したクラブの 2/3 以上の賛成票が得られたので、原案どおり可決されました。
なお、候補者が 1 名であったため、国際投票は行われませんでしたが、田中博之次期会
長と同時期に国際議員(ヤングメンバー)にスリランカの Thacis Thoumiyan Soundaram
が就任することも国際役員会で承認されました。
３−４

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

後期区費ほか
Y サ・ユース献金
CS(地域奉仕活動)献金
TOF 献金
FF(Family Fast)献金
BF 献金(現金＋使用済切手交換分)

1人
1人
1人
1人
1人

EF 献金(記念ごと献金)
RBM(ロールバックマラリア)献金
YES 献金
災害支援金(東日本・熊本)
JWF 献金

1口
1人
1人
1人
1口

7,500 円
２月 15 日
2,000 円
1,500 円
３月 15 日
1,400 円
800 円
1,500 円 切手２月 28 日
現金３月 15 日
120CHF
３月 15 日
800 円
災害支援について
500 円 は、６月末まで受け
2,000 円 付けます。
5,000 円
随時

備考
後期半年報により請求
国際 ASF 含む

切手は送付用葉書を同封
し(有)フクオに送付

西日本区目標

⑴ 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。
⑵ 支払人の「氏名」「クラブ名」「電話番号」および「送金項目」「金額」等を必ず記入
⑶ 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。
３−５ ＜２月の活動報告＞
⑴ ３日(土)京都洛中クラブ 30 周年＆富士五湖クラブ 15 周年、両クラブ DBC 締結式
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ANA クラウンプラザホテル京都にて開催されました。両クラブの DBC 締結のいきさつについて
は、一昨年の９月の富士山例会に遡ります。富士山五合目での DBC 締結の約束の際に立ち会わせ
ていただきました。今回は、東西日本区両理事の立会いとなりました。聴導犬のアピール、印刷
技術を駆使したファンド製品の紹介等、学びの多い記念例会でした。富士五湖クラブの当日のフ
ァンド品売り上げから、九州北部水害支援金として 25,000 円をお預かりしました。感謝です。

⑵

９日(金)西宮クラブ訪問＠西宮 YMCA 保育園

筋肉の中に骨ができる難病「進行性骨化性線維異形成症（ＦＯＰ）」と闘う兵庫県明石市の山
本育海さん（１９）のお母さんの講演が行われました。神戸ポートクラブが以前から支援して
いる方です。山本さんは自身の皮膚を提供し、人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）を使って見つ
けた薬で、世界初となる臨床試験（治験）を進めておられます。支援の輪がさらに広がってほ
しいものです。

⑶ 10 日(土) 六甲部 YYY フォーラム＠神戸 YMCA 三宮会館

YMCA のブランディングをテーマに、3 年目の取り組みです。今回は、
「Y’s ストーリー」をグ
ループで作成し、動画にしようということで、さまざまな作品が集まりました。昨年新館が開館し
て 1 年経過した神戸 YMCA 三宮会館に魂を吹き込んでいこうと、参加者の熱気がみなぎっていま
した。
Y サ・ユース事業山川主任は、全クラブの YYY フォーラムに参加しようと意気込んでいます。

⑷ 14 日(水) メネット会＠奈良県文化会館小ホール

「子どもの“困りに寄り添うシンポジウムーみんなで守ろう! !子どもの笑顔と未来! !」
奈良クラブメネット会の御尽力で開催されました。基調講演では、天理大学教授渡辺一城氏が「子
どもの貧困」について事例を交えて分かりやすくお話しされました。その後のシンポジウムでは、
児童生徒への学習支援と居場所作りについて、子ども食堂について、スクールソーシャルワーカー
から学校現場について、といった観点から協議を深めました。
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⑸ 17 日(土) 中西部メネットアワー＠大阪 YMCA 土佐堀会館

NPO 法人西淀川子どもセンター代表理事 西川日奈子氏をお招きし、活動の様子をお話しいた
だきました。児童福祉司が 1 人で担当する虐待事例数は、海外では 10〜20 数件であるのに、日本
では約 150 件。
「子どもの貧困の貧はお金により解決できますが、困は、心ある人々とのつながり
や、時間・体力・気力を使ったかかわりによってしか解決しない。」というお話が強く心に残りま
した。中西部のメネットの方々手作りファンド収益から支援金をいただきました。感謝です。

⑹ 18 日(日) 西日本区事務所引越し

予め事務所職員の箱詰め作業のおかげで、トラック２台に荷物を積み込み、午後から新事務所
で荷下ろし。箱開け、片付けが着々と進みました。ご協力のおかげで、すっかり整理され、広さを
感じる新しい事務所開きができました。みなさま、ご苦労様でした。

⑺ 24 日(土)LD 委員会＠西日本区事務所（進藤書記代行）
３月 10 日・11 日開催の会長・主査研修会に向けて、
綿密な計画を立てるべき、LD 委員会が新事務所にて
開催されました。10 月の役員研修会を受けて、2018–
2019 年度がスムーズにスタートできるように、大変な
時間を費やして準備しておられます。また、このよう
に、研修システムが充実した中で研修を続けている西
日本区というところは、他のエリアと比べても素晴ら
しいことです。意義ある研修となりますよう、みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

⑻ 25 日(日)ワイズ将来構想特別委員会
ワイズ将来構想特別委員会から発
せられた「西日本区の発展を希求す
るビジョンと基本計画」を分かりや
すく図式化したものが作成されまし
た。区報第２号の中にも綴じられて
います。「新生ワイズ起こし運動」として、今後、みなさ
まのクラブ、部を主体としてワイズの将来を共に活性化し
ていくために、ぜひ手元に置かれて参照していただくこと
を願っています。
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⑼ 28 日(水)芦屋クラブ留学生交流会＠芦屋市民センター
神戸 YMCA 日本語教室で学ぶアジアの留学生を招き、ポト
ラックで食事を提供し、楽しい会話と歌を通して交流するプログ
ラムです。今年で 13 年目の取り組みです。中国、台湾、香港、
ミャンマー、ベトナムそしてフィリピンからの留学生 17 人とユー
スボランティア（高校生 3 名、大学生 3 名）が参加。心温まるひ
とときでした。

⑽ 折りづるラン奈良へ＆和歌山へ
西日本区内の YMCA をつなぐ「折りづるラン
2018」は、１・2 月に奈良へ、和歌山へを完走しま
した。ご支援・ご協力いただいた方々、ありがとう
ございました。
完走できた健康に感謝して、走行距離(km)×100
円を被災地支援募金にあてさせていただきます。
今後は、鳥取へ、金沢へ、米子へ、と続けていく
予定です。（年度内の完走をめざしています。）

(11) 11 日(日)阿蘇でもちつき＠喜笑楽（サービス付高齢者住宅）
昨年は 2 度、コーヒー&歌のサー
ビスを行った南阿蘇の施設で、餅つ
きサービスを行ってきました。歌も
楽しんでいただきました。
３−６ 周年記念例会開催クラブ・期日（確定のご連絡をいただいているクラブ）
京都グローバル 25 周年 2018 年３月３日
草津 30 周年
2018 年４月 14 日
名古屋 70 周年
2018 年３月４日
神戸ポート 30 周年
2018 年４月 28 日
近江八幡・西宮・広島
宝塚クラブ 30 周年
2018 年３月 21 日
2018 年５月 12 日
70 周年合同例会
※詳細は、各クラブへお問い合わせください。
３−７ 第 21 回西日本区大会登録状況
２月末の登録状況は、167 名となっています。早期申込は３月いっぱいとなっています。
みなさまのご参加をお待ちしています。
第 21 回西日本区大会のご案内
2018 年 6 月 8 日(金) 18:30〜20:30 前夜祭、会場：北野ガーデン
2018 年 6 月 9 日(土)・10 日(日)
大会・懇親・フェローシップ会場：ANA クラウンプラザホテル神戸９F・10F
第 21 回西日本区メネットアワー開催のご案内
2018 年 6 月 9 日(土)11:00〜12:40 ANA クラウンプラザホテル神戸９F【ジャスミン】
講演：「深刻化する子どもと若者の貧困と格差-いま私たちにできること-」
講師：藤田 孝典氏（NPO 法人ほっとプラス代表理事）
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