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ＪＷＦ資金を有効に活用しよう！

お　願　い

西日本区理事 戸所岩雄

ＣＳ資金、ＦＦ資金を効果的に利用しよう！

『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。
もし不明な点がありましたら理事事務局へ申し出ください。

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活用を
お願いします。すでに幾つかの部から申請が出ています。まだの部も是非積極的に申請お願いします。

“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。

（記入方法等は
 国際・交流事業通信で確認ください。）

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
だいておりますが、返信が現在（8/ 末）で 25%です。ふるって返信ください。共にYMCAとの関係
をより深く考える機会としてほしいと思います。ご協力をよろしくお願いいたします。

（記入及び送付方法は事業通信で確認ください。）

　今期出来るだけ多くの機会をとらえ、多くのメンバーの方 と々の語らい懇談の場を持ちたいとの思いでスタートし、
早や２ケ月が過ぎようとしています。
　報告は客観的な事実をお伝えするとともに、その時に感じた理事としての思いも語っていきます。ワイズの運動は
多くのメンバーの意思に基づくもので、“上意下達”であってはなりません。情報や意見の相互共有と相互発信が大原
則です。お読みいただいた感想や意見をどんどん理事事務局宛にお送りくださることを願います。そのやりとりも記
事として取り上げていくことで、よりわかりやすい西日本区となることを期待しています。

知って　　 ワイズ情報得 する

YMCA アンケートのお願い
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於：大阪会館 YMCA 14:00 - 15:30

於：大阪会館 YMCA 15:30 - 16:45

掛谷部長のもと、今期の事業や新しく立ち上げようとする事業について議論がなされました。

中西部評議会 

中西部理事懇談会 

７月27日

報 告
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS

理事懇談会 開催実績（P5）をご覧ください。

理事懇談会 開催実績（P6）をご覧ください。

理事や役員からの話しを 30 分間行い、後半は
出席されている方々全員からの発言をいただき
ました。
区と部、クラブの垣根は依然と高く、このような
機会が今までなかったことへの疑問を双方が
確認することとなりました。

於：彦根勤労福祉会館 14:30 - 16:30びわこ部ＥＭＣシンポジウム

牧野ＥＭＣ事業主任を迎えて行われました。“クラブ発展の事例”として語られる内容
は大変参考となり、考えさせられることも多くあったことと思います。その後グループ
ディスカッションが行われました。高齢化の問題がある中、若いメンバーの入会を促す
だけでなく50～60 代のシニア世代も対象と捉え、地域に関わる（居場所つくりの一
環として）手立てとしてのワイズメンズクラブがあってもよいのではないかとの意見もあ
り、ある意味示唆に富んだ意見と思いました。

於：彦根勤労福祉会館 13:15 - 14:30びわこ部理事懇談会8 月3 日

理事排出部として多大な協力をいただいている部に対して、感謝と更なる協力をお願
いすることから始まり、理事主題から『新生ワイズ起こし運動』、新クラブ設立への動き
等、活発な意見が出されました。

於：中国料理 龍鱗 彦根店 19:00 - 21:00シャトークラブ納涼懇親会

親睦交流の場であるべき会で少し残念なことがありました。牧野ＥＭＣ事業主任の大変熱心な
基調講演内容に対して、押し付けだと決めつけた発言をしたメンバーがいたということ。互いの
考えを敬い他の人の心を思いやる精神で繋がっているワイズメンにとっては少し悲しい出来事でした。

於：広島ＹＭＣＡ３号館西中国部 EMC 事業 100 人委員会8 月24 日

理事懇談会に先立ち『100 人委員会』が開催され、陪席させていただきました。
まず今回の集まりの主旨が説明されましたが、　　　　　　　　　　　　　　　　
　上意下達ではなく、本来フラットな組織でなければならない。
　まずは自分たちの部における課題について語り合い、その中で生まれる解決への
　手立てとして『新生ワイズ起こし運動』があるのではないか　　　　　　　　　
　なぜＥＭＣなのかももう一度論ずるべきである。単に数の問題ではなく質も論ずるべき。
　将来構想委員会の目的、位置づけがよくわからない等の意見も出ました。　　　　
今後論を進めていくにあたり、スタートの原点を今一度考え、踏み出すことが必要であり、
それが結果として実り多きものを生み出してくれるものと期待したいと思います。
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理事懇談会 開催実績（P6）をご覧ください。

経験豊富なメンバーから入会まだ浅きメンバーまで、
多岐にわたる方々との語らいの中で、区が行う研修
会や役員会がもっと開かれて自由闊達な雰囲気で
あってほしいとの意見には同感であると同時に、
是非そのように努めることを再認識させられました。

15:00 - 20:00

熱気の為にカメラも少しぼけています

於：ホテルオークラ京都京都部メネット・女性メンバーのつどい9 月1日

於：ホテルオークラ京都京都部会

報 告
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS

島田部長のもと 18 クラブを
擁する京都部会が西日本区の
先陣をきって開催されました。
門川京都市長の挨拶にもあり
ましたように、地域奉仕に熱
心にとりくんでおられる様子
を彷彿とさせる熱気あふれた
会でした。また全 18 クラブが
「5 年後 10 年後の我がクラ
ブ」と題して発表されたスピー
チは、各々のクラブが抱える
課題と夢を語る内容で大変参
考になりました。懇親会も含め
多くの友情の交換とワイズ論
議が交わされる豊かな時間で
あったと思います。

京都部の呼びかけにより、男性シャッ
トアウト ( 私と大野主任、島田部長の 3
人のみ特別参加）で、本音を語ろうとい
う会でした。問題提起として 3 人のス
ピーカー、その後各テーブル (８人くら
い ) でフリーディスカッションがなされ
ました。示唆に富んだ多くの意見が交
わされ有意義な時間となりました。
( その日のまとめは『メネット事業通信』
で報告されますのでお読みください。）

8 月24 日 西中国部理事懇談会
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大野 勉 メネット事業主任 (神戸ポート) 

ワイズの活動は、ワイズリング（メネット、コメット、孫メット）と共に行える良さがあり

ます。例会への参加だけでなく、愛にあふれた活動をメンと共にクラブで、部で行いましょう。 

メネットの例会や事業への参加を促進しましょう。 

 
 
 
 
 
 

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「良い実があたりまえ」 

仏教に、ものごとが「うまくいく・いかない」「成功・失敗」というのは客観的なことで

はないとありました。あくまでも自分の主観からくるもの。必ずそうなる「原因」が自分に

あると。 

また、あるエッセイの中で、「リンゴの種を蒔いて桃を食べたいと思っても、かなわない

希望です」とありました。原因に適した結果が与えられるのであって、自分が期待した結果

にはならないのです。自分の思うとおりにいかない時は、自分の中にある原因をみつけだせ

ということです。他に求めるのではなく、自分自身を見つめなおすことです。 

イエスは「すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ」と言われました。神は

私たちを良い木として造られました。ですから良い実を結ぶのはあたりまえのことです。ワ

イズ活動の中心に神の業があるから、必ずワイズは「うまくいく」のです。 

ワイズ活動が楽しく活発になる時は、その中に「喜び」がある時です。そうでないなら

「原因」は何か。神はワイズ活動を楽しいものとして創造されているのですから。 

 

 

日本 YMCA 同盟 ワイズメンズクラブ西日本区 

連絡主事 光永尚生                                                       

9月・長月 

8 月 31日～9 月 2日は、アジア太平洋大会の前半として、代々木オリンピック記念センタ

ーで、YMCAユースアッセンブリーが 80名以上の参加で開催されます。その後、9月 2日～6

日には、御殿場市の YMCA東山荘を舞台として 50年ぶりに、アジア・太平洋 YMCA 大会が行わ

れます。総参加者は、海外からの 250名超を加えた 400 名程度となります。今回は、アジア

太平洋地域の YMCA20 カ国程度の参加が見込まれます。大会テーマは 

9 月は、メネット強調月間 
愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、ワイズダムへ心地よい風を送りましょう！ 

今月の聖句 2019 年 9 月 
すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。 

（マタイによる福音書 第 7 章 17節） 

ＹＭＣＡ便り 
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「自然の恵みに抱かれ、平和に向かって共に生きる”Living Together Within Nature on a 

Path to Peace”」です。 

大会では、スティーブン・リーパー氏の基調講演、環境と生態系への配慮と気候変動、災害

支援マネジメント、平和と正義、持続可能な開発目標(SDGs)などに沿ってのエクスポージャ

ー7 コース、ユースのリーダーシップ開発のために用意されたユースアッセンブリー、ジョ-

ジウイリアムズの映画上映なども予定されます。 

9月 18日(水)～11月 30日(土)は、日本 YMCAスタッフ研修ステップⅡが、YMCA 東山荘並び

に東京の在日本韓国 YMCA等をメイン会場として 74日間開催されます。今回は、6YMCAより 8

名の研修生が参加し、次代を担う主事候補者としての研鑽を積んでまいります。また、2019

年度日本 YMCA 主事資格審査に際して、4YMCAから 7名がエントリーしました。2020年 6月 1

日の認定を目指して、主事資格審査論文執筆、口頭試問審査などを経て、全国 YMCAの認証主

事としての働きを目指します。 

 

 

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。 

【開催日程】 

九州部 ９月 21日 部会時   熊本 六甲部 ９月 28日 部会時  神戸 

阪和部 10月 12日 部評議会時 大阪 中部 日程調整中  

【開催実績】 

＜6 月 16 日京都部＞ 

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。 

＜7月 27 日中西部＞ 

評議会の後、午後 3 時 55分～5時 20分に懇談会を開催しま

した。理事からメッセージを 30分、質疑・意見交換を 55分

行いました。 

皆さんから、「行事が多すぎる」、「交流が多すぎる」、「入会

者がワイズの良さが分る前にやめていく」等の貴重なご意見

をたくさん頂きました。 

理事懇談会情報 
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＜8 月 3日びわこ部＞ 

6 月 16日の評議会時に引き続き、この日、牧野 EMC 事業

主任を招いての部ＥＭＣシンポジウム、グループディスカ

ッションのあと、懇談会を開催しました。各クラブの厳し

い現状報告のほかに、「ワイズの知名度を上げよう」、「もっ

と PR しよう」との意見がありました。懇談会の後には、彦

根シャトークラブの納涼例会も開催されました。 

 

＜8月 24 日西中国部＞ 

評議会の後、午後 5時 30分～6時 45分に懇談会を開催し

ました。理事から 30 分のメッセージがあり、参加された皆

さんからは、「区大会が華美」、「会員相互の意思疎通がな

い」、「量（会員増数）より質」といった様々なご意見をいた

だきました。 

その後は、賑やかに交流会が持たれました。 

 

 

 

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 
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 部会情報 
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区大会情報 
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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 


