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2019 - 2020 西日本区理事　戸所岩雄

私たちワイズメンは自らの意志により、他者への思いを持つことによって得られる精神的充足感を
拠り所に、生きることの意義を己に問うてきました。社会的弱者や被災された方々、経済的困窮の立
場にある方々への思いが底辺にあり、繋がり、活動する意味を持ち得ていました。
しかし今回のコロナウィルス感染拡大の惨禍は、我々人類すべてが自らも被災の当事者の立場にな
るという、戦後今日までに経験のない惨状に見舞われています。
今まであたりまえのようにあった日常や社会的・経済的環境が根底からくつがえされてしまう現実
に恐れおののいている方も多くおられると思います。
日常の成り立ちにも不安を抱いておられ、ワイズ活動どころでない、YMCA 支援どころでないとお
思いのメンバーも多くおられるとお聞きします。
ここで今、しなければならないこと

等を頻繁に「ＺＯＯＭミーティング」を使い行っています。
東日本区とも情報（区の状況や互いの協議内容等）を共有し意見の交換を行い、歩調を合わせる
予定です。
期末を目前に迎える今、遅滞無きように、またメンバー皆さまが様々な不確実な情報に惑わされ
ないように適宜情報発信に努めたいと思います。

それらに合わせ、今やるべき課題として、歴史あるワイズの継続の芽を絶やさぬように
今期をどのように総括し終えるのか。次期をどのようにスタートするのかがあります。
事態の推移がいまだ予断を許さない時期ではありますが、今なすべきことについての判断を行い、

今思うこと 、なすべき事

区としての指針を５月１２日に出させていただきます。

・ひとつは困窮されているメンバー（仲間）にフォロー出来る方は声がけをすること
・ひとつはワイズ活動のこととして
　　日常的な活動がストップしてしまっている各クラブを、
　　いつ再開し疲弊したクラブ・部をどう立て直すのか、物心共々のフォローをすること

それに向けて
● 拡大常任役員会（今期の２監事、直前・今期・次期・次々期理事＋今期三役）
　 メンバーによる意見交換と協議
● 今期役員＋三役メンバーによる協議と意見交換
● 次期役員＋三役メンバーによる協議と意見交換
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先人の言葉に『歴史的に見ると人類は大きな（未知なるものへの）恐怖を感じる時に大きく変化
し前進する。』とあります。
コロナ惨禍の終息後に起こる変化（社会環境・人々の意識）は産業革命（近代化の始まり以降、
最も大きな変換点になるだろうと多くの思想家・歴史学者・経済学者・文化人が語り始めています。
今後価値観の変化を我が身に問われる時、私達ワイズメンやＹＭＣＡは何を語るのか語るべきな
のか。今までと同じく共に語り合いましょう。この時を私達の置かれてきた環境を考え直す好機
と捉えること（なかなかそうは思えなくても）も必要だと思います。

コロナ惨禍を奇貨としてより良き明日を思い描きたいものです。

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

4 月13日 於：滋賀 YMCA西日本区大会実行委員会

中止に伴う事後処理の問題と下記についての具体的作業の協議を行った
　・年次代議員会の持ち方について
　・引継ぎ式等の今期の区切りのつけ方について
　・総括誌の発行、編纂について

4月16日 於：計画工房Ｉ.Ｔ事務所今期三役会

中止に伴う諸事案の協議
　　・年次代議員会／引継ぎ／各種表彰のあり方／メモリアル／“奈良傳 賞”の募集
今期の総括のあり方
次期へのフォローのあり方

4月18 日

延期

東西理事会議

今後の事態の推移を見図りながら互いに各々における協議事項を
報告し合いながら進め、場合によっては「ＺＯＯＭミーティング」
の形で行う予定
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これ以降は集まっての会議を止め、

「ＺＯＯＭミーティング」を使っての

会議、協議＆懇親＋飲み会 (？）の報告です。

4 月18 日 午後７時～９時

写真：4/26 将来構想検討委員会の ZOOMミーティング

拡大常任役員会のメンバーによる意見交換会

・現状認識の共有
・コロナ惨禍における対応
・今後の国際、地域、区、部への取り組み　
※各クラブへの今後の指針の提供

4月24日 午後７時～９時ワイズ・ＹＭＣＡパートナーシップ委員会

※パートナーとして今後、共同で何が出来るかを考え具体的に行動していくことが大切で
あるとの結論が出され、「ＺＯＯＭミーティング」を利用することで頻繁に行うことする。
     

・ＹＭＣＡ、東西区からの現状報告
・今後考えなければならない課題の抽出

4月25 日 午後６時～８時「次期役員＋キャビネット」メンバーによる意見交換会

・課題の抽出と協議を行い、継続的段階的に進め、結論を出していくことが決められた。

4月26 日 午後３時～５時将来構想検討委員会

・現状認識の共有
・特に各クラブ、部の窮状やメンバーの生活環境の変化による退会者が増える危惧に
  対する対策等に関して意見交換がなされた。

午後８時～９時アフター将来構想検討委員会として「ＺＯＯＭ飲み会」　

 各自各々がつまみとグラスを持って参加
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◆ 今後の予定として、下記を予定しています。

　　5/2　　「今期役員 + キャビネット」メンバーによる意見交換会
　　5/7　　「次期役員 + キャビネット」メンバーによる意見交換会
　　5/8 ～ 9　拡大常任役員会メンバーによる協議

まだ終息の過程が分からない状況ですが、今後早急に区としての「コロナ惨禍に対する
復興支援」に対応する組織の立ち上げが必要と考えています。

西日本区大会中止により、2019 -2020 年度 年次代議員会を
下記の手続きで行います。

代議員会のスケジュール
　　　 5/7　   最終原稿締め切り
　　 　5/15　　資料発送（代議員 99 名へ）

　　　 5/29　  回答はがき受付締め切り（到着分まで）
　　　 6/1　　 評決結果を理事通信 6 月号に掲載

◆ 当面決まっている予定として、

質疑応答は資料受領後～ 5/21 の期間中
メールにて河口書記まで御提出下さい。
寄せられた質問に対する回答をもって皆様の御判断を頂き、
回答はがきで御提出下さい。
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ワイズリーダーシップ開発委員会委員長 鵜丹谷剛（神戸） 

3 月 7～8 日に開催予定でありました次期会長主査研修会がコロナ感染拡大防止の為、中止

の決定がなされました。研修会の企画運営を担当しておりますワイズリーダーシップ開発委員

会（ＬＤ委員会）としましても、次期への準備に向けご参加予定のメンバー皆さま、直前まで

ご準備を進めて頂きました関係皆さまの事を思うと大変遺憾でありますが、此度は仕方のない

決断事項と心得ております。 

現在、各クラブにおかれましても政府の活動自粛要請に伴い、例会中止などワイズ活動へも

何かと支障をきたしている事と御察しいたしますが、次期スタートへ向け残り 2 か月となっ

ております。研修会で使用予定のワークブック原稿が研修会中止に伴い現在西日本区ホームペ

ージ内の資料庫に掲載されております。是非これを機に次期準備へ向け各クラブにて有効にご

活用頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

西日本区チャプレン 

日本福音ルーテル広島教会 立野泰博 

聖書の小窓「幸せだけを」 

チューリップ 幸せだけを 持っている  

この句を初めて読んだとき「幸せだけってことはないだろう」と思いました。春に咲いて

いるチューリップは「いま幸せです」と言っています。土の中にいるときは、辛いことや、

苦しいことがたくさんあったはずです。しかし、神が守り導いてくださり、いま花を咲かせ

ています。この世の試練や困難はすべて神に委ねました。だから「幸せだけをもっていま

す」と聞こえました。  

私たちの世界はいま、苦しみ、試練、嘆きの中にいます。しかし、今ここで命が与えられ

ています。ここで生きています。花が咲くように、神によって守られている一輪の命です。

この命を大切にしたいと思います。そして隣に咲いている命も、その隣にある小さな命の花

も大切にしたいです。 

神が造ってくださった命です。神は必ず守り、導き、この苦しみの中に再び立ち上がらせ

てくださる力を与えてくださいます。今は復活節です。 

５月は ＬＴ強調月間 
 

次期会長・主査研修会の中止に伴い西日本区ＨＰ資料庫 

に掲載のワークブック原稿を有効活用ください。 

今月の聖句 2020 年 5 月   ルカによる福音書 9 章 22節 
 

人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから 

排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。 
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日本ＹＭＣＡ同盟 ワイズメンズクラブ西日本区 

担当主事 光永尚生                                                       

5 月・皐月 

毎日、緊張感が感じられますが、皆様にはご健勝であることをお祈りしております。 

現在、全国の YMCA では、多くの施設が休館をしております。この原稿が発信されている時期に、

少しでも改善されていることを祈りつつ書かせていただきます。 

そのような中で、子どもたちの命を守り、働く家族を支える役割を持つYMCAの施設、事業が多くあ

ります。例えば、学童保育であったり、チャイルドケア施設、福祉事業などの活動は継続されています。 

しかしながら、そのような場所にも、多くのリスクが迫っていることも感じております。 

私たちは、今何ができるのか。これは私たちすべてに与えられた課題であります。私たちの YMCA

では、「離れていても、つながっている」を合言葉として、全国の仲間やワイズメンズクラブの皆さんの

ことを覚え、日々の生活の中で祈ることから始めています。 

そして、Ｗeb でＺoom を活用した共同の祈りの会を始めました。パソコン画面ではありますが、５００

名の方たちとつながる機会を創っています。顔の見える関係が、離れていても創り出せる。それは、ア

フターコロナの時に、新しい社会が到来する前触れなのかもしれません。私たちの新しい関係性の中

でも、YMCA とワイズメンズクラブが共に歩む協働体として前進できることを願ってやみません。 

つぎの 5 月 8 日(金)は「ユースのための共同の祈り」、22 日(金)はワイズと会員のための共同の祈り

を 18:00～行います。多くの皆様のご参加をお願いいたします。健やかな毎日を送らせますことをお

祈りしております。 

＜紙上でお散歩＞ 
 

安土城跡 大手道              伊吹山 お花畑 
 

 

共に語る会（理事懇談会）の開催経過 

2019 年 6月 16日 京都部、7月 15日 瀬戸山陰部、27 日 中西部、8月 3日 びわこ部、 

8 月 24日 西中国部、9 月 11 日 中部①（名古屋ＹＭＣＡ）、21日 九州部、28 日 六甲部、

11 月 2日 中部②（長土塀青少年交流Ｃ）、12月 7日 阪和部 

2020 年 2月 1･2 日 西中国部 <みんなで語ろう会>、29 日 瀬戸山陰部＜将来検討委員会＞ 

理事懇談会情報 

ＹＭＣＡ便り 
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                   びわこ部 部長          東 康彦（滋賀蒲生野） 

                   びわこ部ワイズ起こし運動推進リーダー 

                     新クラブ設立準備委員長 松岡 義隆（長浜） 

 

４月２５日（土） 【設立記念報告会】 新型コロナウイルス感染予防のため中止 

５月２３日（土） 【チャーターナイト（国際協会加盟認証状伝達式）】  
    15 時～16 時 ＜１時間程度＞場所：奥琵琶湖マキノグランドパークホテル １F ホール 

  ＜お願い＞新型コロナウイルス感染予防対策を万全に行うため、２００人規模のホールで、三密 

を防ぎ、びわこ部役員・各クラブ会長などの出席にとどめ、粛々と伝達式のみを挙行いたします 

ので皆様方へのご案内を差し控えることに致しました。ご理解の程併せてお願い申し上げます。 

 

 

 

                             ＊詳細については各クラブにお尋ねください。 

 

 

 

 

2020 年 4 月 10 日 

西日本区の皆様、関係各位 様 

第２３回 西日本区大会 中止のお知らせ 
西日本区理事 戸所岩雄 

桜が満開のこの季節ですが、今年は社会全体が新型コロナウイルスの感染拡大という大きな

惨禍の真っ只中にあります。そんな中にあってもワイズの活動にご尽力頂いております事、感

謝申し上げます。 

皆様からも多くのご心配の声をお聞かせ頂いていましたが、第２３回西日本区大会を中止と

させて頂きたくご案内します。今期のワイズ活動の集大成として皆様も楽しみにして頂いてお

り共に学び・交流懇親を 楽しんで頂こうと大会実行委員会総力を挙げて取り組んできただけ

に開催の可能性をギリギリまで探りましたが、今日の状況は収束の気配すら感じさせてくれ

ず、止む無く中止の決断を致しました。 

４月８日に三役会・常任役員会（電話会議）の協議を経て、役員会の議決権者の役員（５事

業主任・９部長）全員の了解（電話にて）を取付け、両監事への報告了解を経て皆様への通知

の運びとなりました。中止に伴う各種事項の変更については早急に協議を行い、手筈をご連絡

させて頂きます。来期にかかわる事柄も有り最善の方法を講じたいと思います。ご協力をお願

い致します。 

熊本クラブ 

７０周年 （開催延期） 
新型コロナウイルス感染予防のため、開催を延期されました。（日程未定） 

京都ウエストクラブ 

４０周年 （開催延期） 
新型コロナウイルス感染予防のため、開催を延期されました。（日程未定） 

周年例会情報 

区大会情報 

新クラブ設立情報 ＜高島ワイズメンズクラブ＞ 
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この苦渋の決断とそのことが齎す多くの困難への対応が後日ご協力いただき支持協力頂い

た皆様と共に誇りに思えるように努め、終息の暁には又豊な交流が行えることを 楽しみにし

ています。 

こんな状況下ではありますが、くれぐれも皆様にあっては御身ご自愛の上、ワイズへの思い

を心に溜め来たる日を共に待ちましょう。 

 

 

件名：第 23 回西日本区大会中止に伴うご連絡 
（宛先：クラブ会長各位殿 写し：部長各位殿） 

                     区大会実行委員長 浅岡 徹夫 

日頃のワイズダムへの献身的なご奉仕に感謝申し上げます。 

本日、戸所岩雄西日本区理事より発表のあった通り、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、

史上初の緊急事態宣言が発令され、全国から大変多くの会員が集う西日本区大会の開催は、残

念ながら中止せざるを得ない事態となりました。 

この結果、以下のプログラムを全て中止させて頂きますので、ご理解・ご了解いただきます

ようお願いたします。 

6 月 12 日（金）：役員会、準備役員会、前夜祭 

6 月 13 日（土）：代議員会、メネットアワー、元理事懇談会、担当主事の会、 

記念講演、西日本区大会、懇親会、フェローシップ 

6 月 14 日（日）：聖日礼拝、エクスカーション 

なお、役員会、準備役員会、代議員会については、改めて西日本区書記より後日案内されま

すので、そのガイドに従ってください。 

また、既に登録費をお支払い頂いた方には返金致しますので、振り込み先銀行名、店名、口

座番号、名義人（原則として登録費を振り込れた方）をご連絡ください。 

連絡先は安田博彦（090-4569-3223）宛にお願いします。 

6 月 12・13 日で琵琶湖ホテルを予約された方は全て当方でキャンセルします。他のホテル

を予約されている方は、忘れず各自でキャンセルして下さい。よろしくお願い致します。 

本年の西日本区大会は残念ながら開催できなくなりましたが、ワイズの皆様全員がこの難局

を乗り越えて、お元気に再会できる日が一日も早く来ることを心から祈念しています。これま

でご支援頂いた皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

ワイズドットコムより：東日本区の皆様へ 

第２３回東日本区大会の中止について 

    東日本区理事 山田敏明 

 北海道もほとんど雪が無くなり、春の訪れがやってきました。 

 東日本区の会員の皆様に対しましては、今年度も精力的にワイズダム発展の為に推進されています事を感

謝申し上げます。 

 皆様もご心配されていました第 23 回東日本区大会の開催ですが、新型コロナウイルスの影響で、開催を中

止させていただく事になりました。 
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 ４月３日（金）、四谷の東日本区事務所で、常任役員会を開催し、中止を判断し、決定させていただきました。

同日夜、役員会の議決権者である 4 人の事業主任並びに 7 人の部長に電話連絡をさせて頂き、全員から了

承を頂きました。そして、メールにて、東日本区役員全員に了解をいただき、本日のお知らせとなりました。 

 年度の総決算である東日本区大会を中止というのは、前代未聞のことですが、猛威を振るうコロナウイルスに

対しましては、今のところ対処の最善策もない状態です。各クラブの皆様に於かれましても、例会を始め、各事

業やイベントも開催を自粛され、ままならない状況に心が痛みます。 

 今後の運営ですが、東日本区大会時に行われる代議員会は、議案並びに報告捷を郵送し、郵便投票にて

評決を取りたいと思います。また、皆様から、ワイズの運営などで、お困りやお気づきの点がございましたら、私

に直接連絡頂きたいと思います。〔携帯電話 ０９０－８３７２－０３０６〕 

 また、早期よりこの大会に登録いただいた方には、今後順次こちらから連絡をさせて頂きます。登録料などに

キャンセル料が掛からないよう、対応させていただきますので、ご了承ください。 

 いずれにしても、日々刻々とコロナウイルスの関係で情勢が変化しています。皆様もこの国難といわれるコロ

ナウイルスに健康を害することなく注意し、来年度以降の活動はなかなか見えづらくはなっていますが、気持ち

を強く持ち、ワイズの団結力で明るい陽射しが差してくることを願いましょう。 

 ワイズメンとして生きることは、いつも連帯と協調の中、私たちのモットー、「強い義務感を持とう 義務はすべ

ての権利に伴う」を持ち続けることです。 

 東日本区大会で、北海道行きは、中止となりましたが、いつかまた十勝で、何らかのお会いできる機会は必

ず訪れます。その時こそ、また笑顔で再開できます様、心からお待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、書記および理事事務局長までお知らせください。 

 

書記     河口 裕亮 ｅ-mail: hiroaki@hikonnect.co.jp 

理事事務局長 林 宏一  ｅ-mail: confiture.de.roses@ray.ocn.ne.jp 

理事事務局から 

＜ＥＭＣからの連絡事項＞ 
 

新型コロナウイルス感染防止のためクラブ例会を中止にした

場合は、ＥＭＣ調査集計でのカウントは「なし」とし、出席率算

出の際の分母にも分子にも入れないこととします。 

よって、集計表（３０１）の（ ）月分は「空欄」で報告いた

だき、集計表＜部別＞（３０２）の右ページには「中止したクラ

ブ名称」のみを記入してください。 

西日本区理事・ＥＭＣ事業主任 


