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”

平和を生きる
私たちの宝物は「平和」
西日本区理事 大野 勉（神戸ポート）
6 月 18 日に発生した大阪府北部地震に際して、被災されたみなさま、大きな影
響を受けられた方には心からお見舞い申し上げます。また、その後も不安で不
便なくらしを強いられているのではないかと心配しております。どうぞ、心安
らぐ日々が早く訪れますことを願っております。
１年間「ワイズという宝物」を未来へ伝承していきましょう、とお願いしてきました。区
大会の理事年次報告でお伝えしたかったのは、「私たちの宝物」それは「平和」です。
ワイズの宝物を私たちのものだけに留めるのではなく、未来社会の宝物となることを願っ
ています。以前、子供たちと作った下記の歌の思いを、今も強く持ち続けています。
これをお伝えして、理事通信を終了したいと思います。一年間ありがとうございました。

ぼくたちの平和（bokutachinoheiwa）
1.ぼくたちにとって平和とは どんなことかと ふと考えてみる
朝目が覚めて あなたと会えて 一日が始まるって 平和なんだね
写真を撮る時 みんななぜか ピースピースって 嬉しそうだね
もう一つ言葉を付け加えて Love & Peace は ジョンレノンだね
今日も一日元気に過ごせて 目を閉じて あなたを思う
どうかこのすこやかなやすらぎが 明日へ続くように
＊ああ この平和が いついつまでも
ぼくと君の未来を 約束してくれますように
2.今こうして ぼくの周りを見回して ふと気がつくことがある
便利になっていくことが多いけど 幸せにどれだけ近づいたんだろう
じっくりと一つのことを思い続けて 大切なものを見失わずに
夢を追い続けて生きていけたら 幸せを感じることができるだろう
明日が今日よりいい日になるのは 自分の心が決めること
今をせいいっぱい せいいっぱい生きて 明日を自分の手でつくろう
＊くり返し
3.子供たちにとって 平和とはどんなことって 尋ねてみたら
ぼくの目の前にいる 子供たちは 一生懸命考えてくれた
家族や友達と仲良く暮らすこと 安心して遊べる家の周りや公園
それから学校でいじめやけんかが なくなればホントはいいんだけどな
それなのにどうしてなくならないの ぼくたちだれも望んでいないのに
今みんなで誓おう ぼくたちがこれから 明日の笑顔を守るために
ああ この平和を いついつまでも
ぼくと君の力で 守り育てていくことを
＊くり返し
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６SP−１

新入会のお知らせ
おめでとう！ありがとう！新入会（６月）
京都 ZERO：３名、さんだ：２名、合計５名
今期の合計７８名となりました。増強ありがとうございました。

西日本区年次代議員会および第 4 回役員会の報告を下記のようにいたします。
６SP−２ 代議員会報告
第 1 号議案
議案内容
提案者

2017-2018 年度 理事一般年次報告および行政中間監査報告
理事一般年次報告および行政中間監査報告承認
理事 大野 勉
審議結果 賛成多数にて承認

第 2 号議案
議案内容
提案者

2016-2017 年度 西日本区会計経常会計収支計算書および監査報告
2016-2017 年度西日本区会計経常会計収支計算書および監査報告承認
2016-2017 年度西日本区会計 森 律子
審議結果 賛成多数にて承認

第 3 号議案
議案内容
提案者

2017-2018 年度西日本区会計経常会計収支計算書および中間決算監査報告
2017-2018 年度西日本区会計経常会計収支計算書および中間監査報告承認
西日本区会計 桑野 友子
審議結果 賛成多数にて承認

第 4 号議案
議案内容
提案者

2018-2019 年度西日本区理事選任の件
遠藤通寛ワイズ（大阪泉北）を理事に選任し承認。
指名委員長 岩本 悟
審議結果 賛成多数にて承認

第 5 号議案
議案内容
提案者

2018-2019 年度西日本区次期理事選任の件
戸所 岩雄ワイズ（彦根シャトー）を次期理事に選任し承認。
指名委員長 岩本 悟
審議結果 賛成多数にて承認

第 6 号議案

2018-2019 年度西日本区次々期理事候補者および監事を指名する件
2020-2021 年度理事：古田裕和ワイズ（京都トゥービー）
監事：大野 勉（神戸ポート）・遠藤通寛（大阪泉北）
2021-2022 年度理事： 未定
監事：遠藤通寛（大阪泉北）・戸所岩雄（彦根シャトー）
指名委員長 岩本 悟
審議結果 賛成多数にて承認

議案内容
提案者
第 7 号議案
議案内容
提案者

2018-2019 年度西日本区役員・スタッフ名簿（案）
2018-2019 年度西日本区役員・名簿を承認。
西日本区次期理事 遠藤通寛
審議結果 賛成多数にて承認

第 8 号議案

2018-2019 年度西日本区理事方針案
理事主題「未来に残すべきものを守り育てる」
Let’s Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future.
副題：「めぐり逢う一筋の光」 Seek Your Encounter with a Ray of Light.
西日本区次期理事 遠藤通寛
審議結果 賛成多数にて承認

議案内容
提案者
第 9 号議案
議案内容
提案者

2018-2019 年度西日本区予算案
２０１８−２０１９年度西日本区予算案を承認。
西日本区次期会計 奥田時夫
審議結果
賛成多数にて承認
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第 10 号議案
議案内容

第２２回西日本区大会ホストクラブおよび開催地を承認する件
第２２回西日本区開催場所
大会会場：ロームシアター京都 懇親会会場：ウェスティン都ホテル京都
西日本区次期理事 遠藤通寛
審議結果
賛成多数にて承認

提案者
第 11 号議案
議案内容
提案者

国際憲法の改正に伴い西日本区定款第 3 条第 6 項を改正する件
西日本区定款第 3 条第 6 項の改正を承認。
西日本区理事 大野 勉
審議結果 賛成多数にて承認

６SP−３ 第 4 回役員会報告
第 1 号議案
2017-2018 年度 第３回役員会議事録承認および当該議事録の区報掲載の件
議案内容
第３回 役員会議事録承認
提案者
書記 進藤啓介
審議結果 全会一致にて承認(承認)
第 2 号議案
議案内容

2017-2018 年度 第 21 回西日本区大会第２日の聖日早天礼拝献金贈呈先の件
第 21 回西日本区大会 2 日目聖日早天礼拝献金の贈呈先を「東日本大震災復興支援」と
「熊本地震復興支援」にあてる件承認
理事 大野 勉
審議結果 全会一致にて承認(承認)

提案者
第 3 号議案
議案内容

臨時代議員会を開催する件
定款改正に向けて、6 月の代議員会の承認を受けて、再度代議員会での承認を得るた
め、7 月・8 月にかけて郵送投票による臨時代議員会を開催する件。（7 月 18 日発
送・8 月 3 日回収）
西日本区理事 大野 勉
審議結果 全会一致にて承認(承認)

提案者
第１号協議
議案内容

瀬戸山陰部を六甲部に編入する件
瀬戸山陰部第 2 回評議会で六甲部への編入意向方針決定を受けて、今後、編入に向け
ての実務面での課題を協議していくこととする。正式には、双方の次期第 1 回評議会
で決定した上でスタートする。
瀬戸山陰部部長 福永君二、六甲部部長 杉本隆人

提案者

６SP−４ ＜今月の活動報告＞
⑴ 6 月 2 日(土)・3 日(日)：第 21 回東日本区大会＠沼津プラザヴェルデ

前夜祭

代議員会

沼津プラザヴェルデ前

ユース委員会

西日本区大会アピール

理事挨拶
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ある参加者

６月第１週は東日本区大会です。西日本区からも５０名近い参加者がありました。488 名
の登録は、かつてない多くの参加者とのことでした。富士山の麓「富士山よりも高く」をテ
ーマに、参加者全員の熱気が伝わる大会でした。それにしても、東日本区では、部の応援が
ありながらも、一つのクラブが自信をもって大会をホストしている所が素晴らしいと思いま
す。
⑵ 9 日(土)・10 日(日) 第 21 回西日本区大会＠ANA クラウンプラザホテル神戸

部長・主任報告リハーサル

前夜祭

メネットアワー

大懇親会

IBC•DBC 締結式
東日本区の方々と
展望台から望む
みなさまのおかげをもちまして、第 21 回西日本区大会は成功裡に終了しました。心から感
謝申し上げます。神戸の地で、みなさまにまた一つ思い出という宝物が積み重ねられたこと
と信じています。楽しい会は、参加する一人一人の思いから生まれます。まさにそれが体験
できた会だったと思います。この宝物をこれからの活動に生かしたいものです。感謝！
⑵

6 月 16 日(土)・17 日(日)：第 7 回日本 YMCA 同盟協議会＠東山荘

毎年、6 月の第 3 週末は日本 YMCA 同盟協議会が開催されます。日本各地の都市 YMCA 選出
代議員 64 名(27YMCA)、学生 YMCA 選出代議員 9 名(9YMCA)、推薦同盟代議員(14 名)が集い、
日本 YMCA 同盟の１年間の活動について協議するのです。ワイズのメンバーもたくさん代議員
として参加しておられました。正にワイズ・YMCA パートナーシップですね。
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6 月 18 日(月)：大阪北部地震発生にあたり
地震発生時に、伊豆半島南端下田におりました。テレビのニュースを見てびっくりしまし
た。「ワイズとしての対応をしないといけない」と事務局と連絡を取り合いました。
被災状況を把握するために、ML によるメール配信（状況調査以来）と SNS(Facebook)への
投稿を行いました。不幸中の幸いと言えるかどうか、大きな被災のなかったことに安堵いた
しました。とはいいましても、その後、状況が変わりましたら、ぜひ連絡いただくようお願
いいたします。
＜状況調査を終えての発信＞6 月 18 日(月)22:42 時点
⑶

ワイズメンズクラブ⻄⽇本区メンバーのみなさま
今回の地震にあたり、被害状況をお知らせいただきました⽅々、ありがとうございました。
今の所⼤きな被害はなく、安否確認もほぼできているようです。
とはいいましても、⾃宅や事務所等で、物が倒れたり落ちたり、壊れたりと、被害があったそうです。
また、ちょうど出勤・通学時間の被災であったため、交通機関不通のために、たいへんな⽬に遭われた⽅もい
らっしゃいます。⼼安らかな⽇が早く訪れることをお祈りいたします。
まだ余震の可能性もあります。
くれぐれもご注意くださいますよう、お願いします。
私⼤野は、16 ⽇ 17 ⽇と東⼭荘での⽇本 YMCA 同盟協議会に出かけておりました。
その後、DBC 東京むかでクラブのメンバーの⽅の伊⾖下⽥の別宅を訪問しておりました。
２泊の予定でしたが、くり上げて、先ほど無事に帰神しました。ご⼼配いただいた⽅に感謝いたします。
今後、ワイズで何かできることが出てくるかもしれません。情報の共有に努めたいと思います。
どんなことでも、気のつかれたことがありましたら、ご連絡ください。
以上、よろしくお願いします。

⑷

⻄⽇本区理事

⼤野

勉

6 月 23 日(土)：さんだクラブ 25 周年記念例会＠郷の音ホール

六甲部第 6 番目に発足したさんだクラブが、10 月で創立 25 年を迎えます。少し早めの
記念例会でした。さんだクラブは、誕生以来、バレンタインコンサートや子供支援センタ
ーかるがも園の支援を行っています。また、ユースリーダーと共に地域に根ざした活動を
続けてこられました。これらの宝物が必ずや未来へ繋いでいかれることを願っています。
６SP−５ 第 73 回国際大会（韓国・麗水）参加のご案内
まだ、参加可能です。ぜひお出かけください。
多くのワイズメンで、大会を盛り上げましょう。
http://english.ysmen2018ic.org/

最後に
みなさん、本当にありがとうございました。
京都の第 22 回西日本区大会でお会いいたしましょう！
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