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ＪＷＦ資金を有効に活用しよう！

ＣＳ資金、ＦＦ資金を効果的に利用しよう！知って

YMCA アンケートのお願い
ワイズメンにとって大切なパートナーであるYMCAとの関係がより親密となり、相互の良きところを認め合った協働、協力の形を
作っていくためにY‘サ・ユース事業委員会からアンケートさせていただきます。ご協力をよろしくお願いいたします。

『新生ワイズ起こし運動』を各部で効果的に推進するために、貴重な
「西日本ワイズ基金ＪＷＦ」の拠出が決議されました。皆様の知恵を
出し合ってゴールを定め、活用いただくためにこぞって申請ください。

SDGs をテキストに、時代と地域のニーズに合った地域奉仕、環境事業
への起爆剤になる資金の積極的な活用をお願いします。

“スキルリスト”の登録と有効利用をしてください。

様 な々機会を通じて交流の場を作り出す。人と人、グループとグループ、その
繋がりは人を豊かにします。そのツールのひとつとなる“スキルリスト”作成に
御協力ください！！
例会で卓話やスピーチをされるメンバーはたくさんおられることと思います。
それらの情報をお寄せください。他クラブで利用いただければ、さらに交流
の輪がひろがります。またリクエストはありませんか？いま最も興味のあるこ
と、知識が必要だと思うことは何ですか？ご自由にお書きください。

得する

（記入方法等は国際・交流事業通信で確認ください。）

入るスローガン
をお願いします
採用分には素敵な
ご褒美を用意してます♪

○○○

（記入及び送付方法は事業通信で確認ください。）

スローガン
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再募集期間 2019 年 8 月 14 日まで

提出先 森田 恵三 委員長（メールアドレス keizo@tkcnf.or.jp）

に



於：神戸北野ガーデン

様々な視点からの有意義な議論と懇親会でした。（詳細は「メネット事業主任通信」で）

メネット事業主査研修＆相談会に出席 

於：ホテルニューオウミ

理事方針と仕事、趣味、家族のことなどパーソナルなことを話させていただきました。

『滋賀蒲生野クラブ』のキックオフ例会でのスピーチ 

７月 13 ～
     14 日

７月 19 ～
     21 日

７月 8 日

７月 13 日

経験豊富な方も浅い方もそれぞれに思いを
語り合うことができました。区と部、クラブ
がもっともっと身近な存在となる必要性と、
そのことによりきっとワイズは起死回生出来
るとの思いを確かにしました。

仙台国際センター～東北地域アジア太平洋地域会議（仙台）

第 1日目　大会セレモニーと記念講演
第 2 日目　東日本大震災の災害地の現状を視察する研修ツアー（４コース）
第 3 日目　クロージングセレモニー

於：西日本区事務所

基金がワイズ運動再生の大きな後押しになるために、今このタイミングで拠出することを
承認いただきました。

今年度の事業を進めるにあたり、大切な議案審議や協議が大変熱心に行われました。
感謝します。（詳細は別項参照）

ＪＷＦ管理委員会

７月７日

於：姫路労働会館瀬戸山陰部　理事懇談会７月15 日

於：ホテルクライトン第一回役員会

今回の大会は災害や試練に立ち向かう大きな学びを得る機会となりました。参加者はさらな
る支援への想いを新たにすると共にワイズ運動への思いの確かさを感じたこと思います。
しかし昨今の国際状況や不安定な経済が複雑で、多岐多様に展開している現状にあって、
今回アジア太平洋地域、韓国地域や様々な地域からの方々の集まりが単に親睦、交流に終わ
ることなく、ワイズの御旗のもと、共通共有の理念として人を互いに敬う心を持つ人々が具体
的に抱える課題や私たちの為すべき行動に関して共に真摯に語り合う機会となることを心
より願わざるを得ませんでした。

報 告
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS
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【第 1日】 2019年 7月 13日（土） 午後 1時 00分～ 開催場所 ： ホテルクライトン新大阪 2Ｆ会議室 

出 席 者  ： 32名（兼務除く） 

・事業主任報告 

・部長報告 

【第 1号議案】 

議案名  第１回および第 2 回準備役員会議事録承認の件 

議案内容  2019-2020年度 第 1回および第 2回 準備役員会議事録承認の件 

提案理由  次頁以降に記載されました西日本区第 1回準備役員会(2019年 4月 6日～7日)､西日本区

第 2回準備役員会(2019年 6月 22日)における議事録の承認をお願いいたします。 

＜審議の結果＞ 全員賛成により承認 

【第 2号議案】 

議案名  2019-2020年度 第 1回役員会 2日目の聖日早天礼拝献金贈呈先の件 

議案内容  第 1 回役員会 2 日目の聖日早天礼拝において寄せられた献金は、復興支援活動を進め

ている「平成 30年 7月豪雨」に協力するため、広島ＹＭＣＡ、瀬戸内ＹＭＣＡを贈呈先とする。 

提案理由  今期の事業目標達成のための一助とさせていただきたい。 

＜審議の結果＞ 全員賛成により承認 

【第 3号議案】 取り下げ 

＊戸所理事：ＪＷＦ管理委員会委員長については、報告追認事項とします。 

【第 4号議案】 取り下げ 

＊戸所理事：ワイズ・ＹＭＣＡパートナーシップ検討委員会の委員について、 

①大野勉、②遠藤通寛、③戸所岩雄の 3名が承認されたことの報告とします。 

【第 5号議案】 

議案名  国際協会発行の機関誌 ＹMI ワールド日本語版発行について(年間４号発行予定) 

議案内容 

2019 年 7 月期(戸所岩雄理事期)から印刷・発行形態を以下に変更する。 

1 号、３号 従来は西日本区会員・メネット全員に印刷配布および国際協会へ日本語版データ送

信 → 区役員、委員長、クラブ会長、区事務所へ印刷配布。送付は区報発送に同封。 

２号、４号 従来 翻訳編集し、データを西日本区事務所保存ホームページにＵＰし、区事務所

に３部プリント保存。 

経費削減内容：１号、３号の使用紙代、製版・印刷・製本代、送料 合計約 400,000 円＋消費税 

第 1回役員会議事録【概要版】 
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       (ＹＭＩワールドの発行頁数によって変わります) 

提案理由  経費削減のため。 

＜審議の結果＞ 1名保留、18名賛成により承認 

・委員長報告 

【第 6号議案】 

議案名 

ワイズ将来構想特別委員会規則改定及び新生ワイズ起こし運動特別資金活用細則の制定について 

議案内容 

「西日本区新生ワイズ起こし運動」推進の為に 2018-2019年度第４回役員会に於いて決議された「西 

日本ワイズ基金（ＪＷＦ）」を拠出する件を受け、さらにＪＷＦ管理委員会の承認を得て、ワイズ将来構想特 

別委員会に「新生ワイズ起こし運動特別資金活用審査委員会」を設置し、その運用の為に「新生ワイズ 

起こし運動特別資金活用細則」を定める。 

提案理由 

上記運用にあたり「ワイズ将来構想特別委員会規則」の改定の必要があり、又その運用が適正且つ厳 

粛に行われる為に「新生ワイズ起こし運動特別資金活用細則」を新たに定める必要が生じた為。 

別添 「ワイズ将来構想特別委員会規則（修正部分のみ抜粋）」（案） 

「新生ワイズ起こし運動特別資金活用細則」（案） 

＜審議の結果＞ 棄権 1、賛成 18により承認 

【第 7号議案】 

議案名  奈良傅賞資格審査委員会 委員追認の県 

議案内容 

奈良傅賞資格審査委員会に浅岡徹夫元理事を委員としてお迎えすることについて承認を頂きたい。 

提案理由 

奈良傅賞資格審査委員会は委員会規則第 5条において、「本委員会は、理事および日本区または西

日本区理事経験者 6名の委員で構成され、理事が委員長となる。」と規定されているにも拘わらず、先般

第２回準備役員会において承認いただいた委員会構成では、理事および理事経験者 5名の委員となっ

てしまっている。委員中最古参である高瀬元理事の直前理事である故成瀬元理事は任期中にお亡くなり

になってしまわれているため、その前の理事を務められた浅岡徹夫元理事に委員としてご参画いただきた

い。 

＜審議の結果＞ 全員賛成により承認 

・協議事項 

【第 1号協議】 

協議名  2019-2020年度 西日本区予算案に関して 
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協議内容  「代議員旅費を 70％→50％にする案」が前年度役員会にて提案されましたが、再考を

お願い申し上げます。 

提案理由  「財政状況が厳しいため代議員旅費を 50％にする案」が提案されました。現状の西日

本区の財政は困難だとは思いますが、負担額を均等にし、西日本区すべてのワイズに公平感が出

てくるようにして頂きたい。 

＜検討を継続＞ 

【第 2日 閉会】11：55 

 

 
 
 
 
 

Ｙサ事業主任 荒川恭次（名古屋グランパス） 

 

 7月 19日（金）～21日(日)に仙台で開催されたアジア大会での

2019ＡＹＣに参加した５名の西日本区代表ユースは、アジアのユ

ース達と貴重な時間を共有できました。彼ら若者たちのこれから

先の人生において大きな経験値が与えられたことと思います。彼

らの気持ちは後の機会に聞くこととしましょう。 

 
 
 
 
 

西日本区チャプレン立野康博（熊本ジェーンズ） 
聖書の小窓「見方の転換を」 

「人間の見方ほどあてにならないものはない。多くの人間は自分を中心にしてそこからすべての物

事をみるものだ」とある本で読みました。つまり、その見方が正しいかどうかは問題にしていないとい

うのです。本質は違っていても、自分の視点こそが正しいものとしていると。大切なのはその見方は正

しいかの点検だと思います。 

具体的なことも書いてありました。かわいいぬいぐるみを持った一人の女の子がいます。彼女はそ

れを誰にも触らせてくれません。貸してもくれません。多くの人は「なんてわがままな女の子だろう

か」と思います。しかし、その子の母が昨晩天に召されて、そのぬいぐるみはお母さんが大切にしてい

たものだということがわかったとき、人はその女の子を「わがまま」とは思わないはずです。すべて

は、自分の見方でしか見ないことで間違いがおこるのです。 

 聖書は「他人のことにも注意を払いなさい」と言います。自分の見方の転換がおこるとき、より本質

に近づいていきます。ワイズの心で見るなら、その女の子のすべてを知ってぬいぐるみと共に抱きし

めるでしょうね。 

8月はＹouth Ａctivities！ 
ワイズメン＆ワイズウィメンがユースの未来を描けるように、ＹＭＣＡの活動を通じ

てあらゆる機会にユースの可能性に手を差し伸べましょう。 

今月の聖句 2019.8 月 
めいめい自分のことばかりでなく、他人のことにも注意を払いなさい。 

（フィリピの信徒への手紙 第 2 章 第 4節） 
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         共に語る会（理事懇談会）の開催 

ワイズメンの活動が活発に行われるために西日本区全体の情報の共有と協働・協力が大切

と考え「共に語る機会」を持ちたいと思いました。今期具体的なアクションへと移行して頂

く為に期首に各部部長様の計らいで実現しました。一方通行の会議ではなく部長、主査、ク

ラブ会長の方々と忌憚ない意見を交わす場になれば幸いです。 

【理事懇談会の開催日程】 

瀬戸山陰部 ７月 15日 部交流会時 姫路 九州部 ９月 21日 部会時   熊本 

びわこ部 ８月３日 部評議会時 彦根 六甲部 ９月 28日 部会時   神戸 

西中国部 ８月 24日 部交流会時 広島 中西部 10月５日 部評議会時 大阪 

阪和部 ９月 16日 部会時   大阪 中部 日程調整中  

 

【開催実績】 

理事期に先行する形で、6月 16日京都部の評議会終了後、午後

3時 10分～4時 30分に牧野 EMC事業主任・古田次期理事の参加の

もと懇談会と交流会を開催しました。 

理事・主任・書記・会計からメッセージを 40分、質疑・意見交

換を 40分行いました。 

終了後は、「初めての経験だが歓談することで解りあえるし、西

日本区がより身近な存在に感じられて良かった。」と概ね好意的な

感想を頂きました。 

 

2019～2020年度 各部部会開催日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 開催日 曜日 開催地・会場 ホストクラブ 

中 部 2019年 9月 8日 日 
名鉄ニューグランド 

ホテル 
名古屋南山 

びわこ部 2019年 9月 7日 土 ホテルニューオウミ 滋賀蒲生野 

京都部 2019年 9月 1日 日 京都ホテルオークラ 京都ウエスト 

阪和部 2019年 9月 16日 月・祝 シティプラザ大阪 大阪泉北 

中西部 2019年 10月 5日 土 茨木スカイレストラン 大阪茨木 

六甲部 
2019年 9月 28日 土 

神戸ベイシェラトン

ホテル＆タワー 

芦屋 

瀬戸山陰部 姫路 

西中国部 2019年 10月 26日 土 
グランド 

プリンスホテル広島 
広島 

九州部 2019年 9月 21日 土 
玉名温泉 

ホテルしらさぎ 
熊本みなみ 

理事懇談会情報 
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部会情報 
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10／5 
（土） 

＊理事通信 7 月号で、大阪茨木クラブの

表記が謝っておりました。お詫びして訂正

します。 
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 ７月 19～21日に行われました第２８回アジア太平洋地域大会が、大盛況の中、無事終了しましたことを報

告させていただきます。 

 ７２９名の国内外の参加者を集め、仙台国際センターを中心に、「Action! 前に進もう」をテーマに、①東日本

大震災後の「復興」を確認する②今後の「防災」について学ぶ③ワイズで最も大事な「交流」をするの３つのキ

ーワードにして、参加者全員で意識が高まった大会になりました。 

 天気も心配されていましたが、冷涼な仙台でしたし、またエクスカーションの２日目は、好天の中、バスプログ

ラムが出来、素晴らしい思い出も出来ました。 

 ２年前から立ち上げた HCC(Host Convention Comittee)も東西日本区の主要なメンバーが集められ、多少ス

ピードが遅く心配もされましたが、大会開催に上手く乗り、そのチームワーク中で乗り切ることが出来ました。 

 各 HCC委員を元より、当日活躍したマーシャルそして登録等のボランティア頂いた参加者の頑張りは、後世

に伝えられると思います。特に、仙台 YMCAの献身的な働きは、大会運営の核となって頂き、感謝申し上げま

す。 

 たくさんの参加者の皆様に、杜の都仙台にお集まりいただき、大変ありがとうございました。また、事情があっ

て参加されなかった方にも、精神的なお支えを頂きましたことを感謝申し上げます。そして、この大会は、貴重

な財源である JEFの基金を使わせていただきました。詳しい報告は、東日本区理事通信並びに大会報告書で

お知らせします。 

 HCC実行委員長として、皆様に感謝申し上げると共に、今後この経験を活かして、日本のワイズダム運動が

活性化されます様期待します。 本当にありがとうございました。  

２０１９年７月２２日 

第２８回アジア太平洋地域大会 

HCC委員長 山田敏明 

 

 

 

 

 

日本 YMCA同盟連絡主事 光永尚生 

 

仙台でのアジア地域大会は、皆様にはたいへんお疲

れさまでした。YMCA からの参加者も多く、それぞれの

役割を担っており、協働の場を共有できたことにまず

は、感謝とお礼を申し上げます。 

8月は 1年で最も、全国の YMCA が躍動する時期か

と思います。キャンプはもちろんですが、それぞれの部

署で特別プログラム、国内外の移動など、ドラスティック

な変化が起こります。 

今度は、アジア・太平洋 YMCA 大会とユースカンファ

レンスが、開催予定です。2019 年度は怒涛の連続日程

となっていますが、皆様には、各YMCAからの部分的なご参加も含めて、興味と関心をお持ちいただければ幸

いです。現在、380 名程度の参加のうち、海外から 200 名超が、9 月 3 日から御殿場の YMCA 東山荘に集い

ます。皆様にはくれぐれもご自愛ください。 

第 28回アジア太平洋地域大会の終了のご報告とお礼 

ＹＭＣＡ報告 
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＊詳細については、当該クラブにお問合せください。 

 

 

 

各クラブ、各部などで西日本区内に広く周知したい情報等があれば、書記（河口）および理

事事務局長（林）までお知らせください。 

 

 

鹿児島クラブ 

３０周年 
２０２０年１月１８日（土） ジェイドガーデンパレス 

京都エイブルクラブ 

３０周年 
２０２０年２月１５日（土） 京都ホテルオークラ 

神戸クラブ 

９０周年 
２０２０年２月２２日（土） ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

熊本クラブ 

７０周年 
２０２０年３月１５日（土） キャッスルホテル 

京都ウエストクラブ 

４０周年 
２０２０年５月５日（火・祝） 国立京都国際会館 

周年例会情報 

理事事務局から 


