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主題 Challenges　for　the　future
未来への挑戦

副題 羽ばたこう！　2022年ワイズ100周年に向かって！

2021-2022年度
新山 兼司西日本区理事

■ 未来への挑戦　スタート

　未だに収束に向かって進まない新型コロナウィルス、コロナ禍の中、今期最重点目標である会員増強・３００
名退会防止対策に向かって各部ＥＭＣ懇談会やＥＭＣシンポジウムが開催されました。

　７月３日西中国部では、困難な状況にある福山・東広島クラブの生の声を聴き、西中国部の仲間で何ができ
るかを模索されました。
　７月４日九州部では、各部長よりクラブの現況及び今期の会員増強目標数に対して会員増強対策などの発
表をされました。
　７月１７日中西部では、冒頭、牟部長より「中西部はこのままでは部の存続の危機に至る。今期中に会員増
強を何とかしなければならない。」と言われたことが印象に残っています。
　山口雅也ＥＭＣ事業主任の基調講演では、西日本区の会員数の状況、毎年会員数が減少している表、同
時に中西部の会員の状況、同じく毎年会員数が減少している表を出され、今期劇的に会員増強をしなけれ
ばならない。その為の施策となる講演をして頂きました。

　事前に西日本区各クラブから今期の会員増強目標数を確認しましたところ、全体で２８３名の会員増強目標
総数があがってきました。
　会員を増やすことでクラブ内の雰囲気が変わり事業拡張にも繋がっていきます。
　ただ単に会員数を増やすことでは無く、入会された方々が心の底からこのクラブに入って良かったと思うクラ
ブにして頂きたいと思います。

　７月２２日は、瀬戸山陰部ＥＭＣシンポジウムが開催されます。
　各部の皆様が真剣に取り組み、何とかワイズメンを増やしたいと思う気持ちが熱く伝わってきます。西日本区
ＥＭＣ事業員会・西日本区ＥＭＣアドバイザー・ワイズ将来構想特別委員会と連携し西日本区の皆様と共に目
標の会員増強が出来るよう努力したいと考えています。

　会員の皆様の健康を考えながら、ワイズメンズクラブ創立１００周年、東西日本区２５周年に向かってワイズの
活力を取り戻し、活気溢れる西日本区にしなければなりません。
　現状を打ち破りワイズメンとしての誇りを持ち、自らの成長と共にクラブの発展に繋げて頂きたいと思います。
　西日本区各クラブの未来への挑戦のはじまりです。
　共に邁進しましょう！

理事通信
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創世記  ２８：１５

　ワイズリーダーシップ開発委員長 鵜丹谷剛（神戸クラブ）

国際･交流事業主任 深谷聡（名古屋クラブ）

締結しているクラブ同士で連絡をとりあい、近況報告並びに協働事業を検討しよう。
締結をしていないクラブは他クラブ訪問をしてみましょう！

聖書の小窓 「約束を守るワイズ」

　「朝礼一言集」という本に「江戸時代の借金の証文に『期日どおり返せなかった場合には、人前で笑ってくだ
さって結構です』という但し書きがかかれたものがある」と書いてありました。
　江戸時代の人たちは人前で恥をかくことがとても屈辱的で、情けないことだったのでしょう。ですから「約束」
を守らないことは、人として一番恥ずかしいことでした。
　いまの時代はどうでしょうか。自分はどうでしょうか。「ドタキャン（土壇場でのキャンセル）」が受け入れられる
社会になっています。約束を守るということは、信頼を得るということです。ですからどんな小さな約束でも約束
したら守る義務があるのです。
　神様は「約束を果たすまで決して見捨てない」と言われました。神様が約束を果たされるのです。ワイズメン
もまた、どんなに小さな約束でも守るワイズメンでありたいものです。ワイズメンとしての約束を思い出して。

LTOD　　IBC・DBC

リーダーシップを学んでください！クラブ・部・区等あらゆる機会に学びの場があります。全てを有
意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に着けてください。

　いよいよ梅雨もあけ、暑い夏の到来です。一部の地域は引き続き緊急事態宣言や蔓延防止継続のエリア
もありますが、今後は次第に活動制限が解除され、活発な活動が展開できることを期待します。
　今期新山理事期がスタートいたしましたが、11月には次期役員研修会、3月には次期会長・主査研修会
の開催が予定されています。この１年半コロナ禍の影響で活動の制限を余儀なくされてきました。これら状
況も踏まえ、例会運営や奉仕活動においては尚一層メンバー間の団結と創意工夫が求められる事と思い
ます。
　今期・次期と各部・クラブのリーダーとなられる方は、大いにリーダーシップを発揮して頂ければと思いま
す。ワイズリーダーシップ開発委員としても研修会などにて皆さまのサポートをさせて頂きたいとおもいま
す。
　今期の研修会予定を以下にてお知らせ致します（以下開催場所は現時点で予定です。今後状況で変更
の可能性はございます）。
〇次期役員研修会　　　　：11月27日（土）～28日（日）ホテルクライトン新大阪
〇次期会長・主査研修会： 3月12日（土）～13日（日）大阪コロナホテル

　いよいよ、新年度のスタートとなりました。
　コロナ禍で直接会っての交流をしたい処ですが、アフターコロナを見据えてリモート等を駆使して交流を
しましょう。
　新しい出会いが、皆様にきっと平和な時を与えられる事と信じてやみません。
　来たるワイズメンズクラブ100周年に向けて楽しみましょう。

わたしは、あなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。
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2021年7月10日（土）
開催場所：ホテルクライトン新大阪及びZOOM
出席者：40名(兼任を除く）

・議案審議
 第1号議案  2021～2022年度　第１回及び第２回準備役員会議事録承認の件
 議案内容

 提案者  西日本区書記  審議結果  出席者全員賛成　可決
 河合博之

 第2号議案  西日本区ホームページ「資料庫」内 諸届け用紙・マニュアル、資料修正の件
 議案内容

 提案者  広報・情報委員長  審議結果  出席者全員賛成　可決
 大槻信二

第１回準備役員会（2021年４月10日）及び第２回準備役員会（2021年6月5日）の議決事項を今期
における有効な議決とするため本役員会にて議事録承認をもって、議事録記載の議決を有効と
します。

西日本区ホームページ「資料庫」内 諸届け用紙・マニュアル、資料 については掲載されて年月
の経過したものも多く、現状にそぐわないものが多数見受けられ、更新が必用となっている事を踏
まえ、各事業委員会及びLD委員会において、見直し、再作成を年度内に行う。

ハロー、エヴリィワン！　みなさん　こんにちは！

　2021-22年度、アジア太平洋地域会長を務めます。
　１年間よろしくお願いします。
　2019年度の1月の国際選挙で東西日本区の皆様のご協力をいただき、選出されました。9月に立候補を表
明した時は、国際議員になるための選挙だと思っていました。が、国際議員になることは、１年間地域会長も
務めるのだということは、立候補してから知ったのでした。（エリア憲法を読み切れていなかった。反省。）
　2020-21年度は、国際議員1年目、次期地域会長として忙しい1年を過ごしました。今まで経験したことのな
い行事や会議が多く、しかも会議のほとんどがZOOMでのオンライン開催ということもあり、目の回るような忙
しさでした。英語のメールがほとんどで、翻訳ツール「DeepL」をフル活用しています。会議の途中でも言いた
いことを即座に日本語で入力し、文字化された英文を読むことで意見を言うことができました。
　「ワイズは楽しむところ」をモットーに、困難を乗り越えて楽しみたいと考えています。
　今期のテーマは、前年度David Lua会長のテーマを引継ぎ、少し付け加えて「100年を超えて、変革しよう。」
としました。スローガンは、「健康第一！」です。
　健康あってこそのワイズ活動。100年続いたワイズの歴史、伝統を次の100年に引き継いでいけるように、
努力したいと思います。今、活動をされている皆さん、ぜひ、このワイズ運動を絶やすことなく、次の世代へつ
ないでいきましょう。
　2017-18年度に西日本区理事を務めさせていただいた経験を元に、地域会長としてできる限りの努力をし
ていく所存です。一年終えた後には、「大野でも務まるのだから、今後も西日本区からどんどん国際へ、地域
へ活動を広げよう！」という思いを皆さんに持っていただけるよう努力します。
　今期は、より多くの会員の皆様にアジア太平洋地域の活動を知っていただき、相互の交流を図るために、
「エリア会長月刊通信」を毎月発行していきます。エリアの多様性を活かした様々な活動を通して、ワイズの
良さを広めていきたいと思います。
エリアや国際のことを知って、クラブの良さをさらに伸ばしていただきたいと思います。

アジア太平洋地域会長

2021-2022年度

大野　勉

テーマとスローガン

Theme: Make a difference beyond the 100th

      　　「100 年を超えて変革しよう」

Slogan: Be healthy！「健康第⼀！」
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 第3号議案  クリスチャ二ティー委員会　委員の変更報告と承認の件
 議案内容

 提案者  西日本区理事  審議結果  出席者全員賛成　可決
 新山兼司

 第1号協議  区報編集委員会規則　第6条の改定について
 協議内容

 提案者  西中国部部長  審議結果  継続協議
 高瀬稔彦

 第2号協議  旅費支給施行細則（1）支給対象⑨の改定について
 協議内容

 提案者  西中国部部長  審議結果  今年度協議完了見込
 高瀬稔彦

 第3号協議  YMCAサービス・ユース資金を特別会計で管理する
 協議内容

 提案者  西中国部部長  審議結果  次回議案として提出
 高瀬稔彦

 第4号協議  ワイズメンズクラブ創立100周年記念事業を西日本区として行う件　(例)『記念植樹』
 協議内容

 提案者  六甲部部長  審議結果  各部・各クラブで議論して頂く
 大野智恵

 第5号協議

 協議内容

 提案者  六甲部部長  審議結果
 大野智恵

クリスチャ二ティー委員会委員として、竹園憲二ワイズ（京都ZEROクラブ）の変更報告と承認を願
いたい。

第6条では、当該年度に3回以上の「西日本区報」を編集するとあります。現在の第2報と第3報の
2回の発行だけでは、いけませんか。

西日本区における立法機関であり、クラブの意思を区に反映させる最高意思決定機関の代議員
会に出席するクラブ会長の旅費が、区会計の事情に寄らず、半額に固定するのは不適当だと思
います。

YMCAサービス・ユース資金の収支をJWF基金やCS活動支援金と同様に特別会計で管理する。
本献金はYMCAサービス・ユース資金運用細則第2条（目的）、第6条（運用の基準）に資するため
に会員から浄財を集めたものである。当年度に使いきれなかった場合も次年度に繰り越して、そ
の目的達成のために利用されるべきです。

1． ワイズメンズクラブ創立100周年を記念し、100周年を祝うとともに、西日本区で共通の思いを
持ち、ワイズメンズクラブの更なる成長を願ってそのシンボルとなるよう記念の植樹を行う。
2． 植樹の方法については、各部の事情を鑑み可能な形で行う。
（クラブ毎に計画するか、部として行うか）
3． 本事業をCS事業と捉え、西日本区ＣＳ事業に資金申請を行う。部からの補助と合わせて予算
化する。
4． 本事業は2022年6月までに行うものとする。
5． 植樹プレートには「ワイズメンズクラブ国際協会西日本区〇〇部」を明記する。

「ワイズメンズクラブ国際協会西日本区HANDBOOK＆MEMBERSHIP ROSTERの取り扱いにつ
いて」詳細が記載されているが、実際に各クラブでどの様に取り扱われ、個人情報がどの程度保
護されているのか意見を出し合う。また、SDGｓの観点からも、現代の課題を踏まえた取り組みが
行えないか考えを出し合う。

 HANDBOOK＆MEMBERSHIP ROSTER（以下ROSTER）のリサイクル活動推進（個人情報
保護とSDGｓの取り組み）について

 西日本区より個人情報取扱につい
て注意喚起
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日本YMCA同盟
協力主事/担当主事 光永尚生(三島クラブ)

日本のYMCAは、互いを認め合い、高め合うポジティブネットのある豊かな社会を創ります。
■日本YMCA.同盟総主事レポート(抜粋)　　　　　日本YMCA同盟総主事　田口　努
熱海地区災害をはじめ、全国で頻発する災害に対しての備えや協力関係を引き続き継続してまいります。静
岡YMCAおよびワイズメンズクラブの富士山部の皆さんは、各地のボランティアセンターに登録されたり、自ら
の安全を確保しながら支援活動を進めているとのことです。はなれていてもつながっている活動を皆様と目指
します。
さて、ミャンマーの民主化闘争でミッチーナYMCAのユースが逮捕、抑留されていました。長年交流を続けて
いる横浜YMCAでは、ミャンマー関係者とオンラインで祈りの会を開いたその晩に解放のニュースが届き、オ
ンラインで国を超えて祈りが届き、聞かれた思いで、感謝の祈りがなされたとのことです。今後も民主化に向け
た祈りの会や支援募金などが継続されます。
6月19日の同盟協議会は、皆様のご協力で無事に進められました。このコロナ禍の一年をどのように過ごし、
そして、コロナと共にどのようにYMCA運動を推進していくか、方向性を考える機会としました。「光は、闇の中
で輝いている」という基本聖句のもとに、日本のYMCAのブランディングを推進する3期目の中期計画が承認さ
れました。第10回日本YMCA同盟協議会（YouTube）
熱海ワイズメンズクラブFacebook　　（日本YMCA同盟総主事　田口努）
■ガザ地区のYMCAでは子どもたちのためのエンターテイメント・デーを開催。子どもたちは絵を描くことで恐
怖心を表現した。　　世界YMCA同盟　ガザYMCA報告
■Youth-Led Solutions Summit on the Future of Workが終了。世界中の若者が「仕事の未来」について議論
を交わした。　　世界YMCA同盟　YLSS
■Global Virtual Youth Chilloutは、世界各地の16歳から30歳までの若者がバーチャルに集まり、新しい友達
と出会い、他のYMCAの若者とつながることができる場。　　アジア太平洋YMCA同盟　Global Virtual Youth
Chillout
■第20回世界YMCA大会は、2022年7月3日からデンマークのオーフスでハイブリッドなイベントとして開催。
テーマは「IGNITE」。私たちが前進するための種火をわかち合い、私たちのビジョン、コラボレーション、そして
ソリューションに炎を灯す大会。パンデミックにより世界もYMCAも一変したいま、リアルとオンラインとを融合さ
せ、世界の仲間とのつながりを取り戻す。
世界YMCA同盟　第20回世界YMCA大会（1報）
■全国の YMCA が行う障がい児プログラムへの参加者の経済的な負担軽減を目的としたチャレンジドチルド
レンプログラム（CCP）助成金。　　CCP助成金申請
■YMCA東山荘
地域の子どもたちを対象に、感染症対策をした上で工夫を凝らした日帰りプログラムを実施。地元の閉館中
の体育館の代わりになればと、体育館の貸し出しを開始。好評を得て地域とのつながりが強められ、地域の
人々から「こんなところもあったのね」の声をいただいている。
地域の避難場所として土砂災害防災訓練が実施された。また、地元のフードバンク協議会に参加し、今後は
御殿場ワイズメンズクラブとも協働した子ども食堂の展開を計画中。行動が制限され宿泊利用が伸びない昨
今であるが、今こそ地元の地域社会に貢献するときとスタッフ一同取り組み中。　　東山荘だより
■日本YMCA研究所
■2021年6月1日付で10名が新たに日本YMCA認証主事となり、6月19日に行われた同盟協議会席上にて主
事認定証授与式が行われた。10名の主事論文のテーマは以下の通り。
中村　実千代（とちぎ）　　現代YMCAにおける人材育成への提言
山梨　雄一（東京）　　東京YMCA社会体育・保育専門学校40周年と今後について
池田　麻梨子（東京）　　多様化する日本社会のために働くYMCA ー日米YMCA比較を通してー
益　聡（横浜）　　地域に必要とされるYMCAの新たな拠点構想 ーポジティブネットのある縁側
中川　喬之（富山）　　持続可能な富山YMCAを目指して ーウィズコロナをユースと共に歩むー
小林　直樹（大阪）　　持続可能なYMCA高校生事業を目指して
　　　　　　　　　　　　　　　ー大阪YMCA高校生事業における実践と特徴ー
藤田　良祐（神戸）　　YMCAにおけるファンドレイジング
沖島　均（広島）　　 地域と共に歩むYMCA活動とはー福山ブランチ閉鎖から学んだ一考察ー
家守　治司（広島）　　広島YMCA保育園が目指すキリスト教保育
伊藤　眞太郎（熊本）　　熊本YMCAウエルネスの再生のための一考察
　　　　　　　　　　　　　　　　　ー私たちの意識改革そしてウエルネス事業が目指すべきものー
主事論文梗概集（2021年6月発行）
■オンライン研修7月は、「YMCAブランドとは ー入門編ー」（講師：中道基夫氏）をテーマに、YMCAのブラン
ドビジョンとブランドコンセプトの基本を学んだ。YMCAやキリスト教への理解を深め、新たに始まろうとしている
日本YMCA中期計画とのつながりを学ぶ機会となった。次回は9月にSDGsをテーマに開催。
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 魚田　浩吉 　京都ZEROクラブ 　京都部

 7/ 8入会

 土山　真也 　熊本むさしスクラブ 　九州部

 7/ 7入会  堤　泰之 　熊本スピリットクラブ 　九州部

 足立　寛 　京都部　京都パレスクラブ

 若林　紀子 　京都パレスクラブ 　京都部

 石飛　真 　京都トップスクラブ 　京都部

 7/15入会  小林　奈都美 　和歌山クラブ

 ７月新入会員の皆様　入会おめでとうございます!　　１５名

 7/ 1入会  並木　聡子 　大阪サウスクラブ 　阪和部

 藤田　りか 　和歌山紀の川クラブ 　阪和部

*会員異動報告書7月19日まで受付分

 山田　毅 　彦根シャトークラブ 　びわこ部

 森下　俊 　京都ZEROクラブ 　京都部

 磯部　文彦 　彦根シャトークラブ 　びわこ部

 7/13入会  久保田　正紀 　滋賀蒲生野クラブ 　びわこ部

　阪和部

 馬場　英次 　和歌山クラブ 　阪和部

 7/22入会  山岡　学 　京都東稜クラブ 　京都部

 7/14入会

■専門職管理者研修は東山荘での集合型とオンライン型で同時に進めるハイブリッド型で実施。専門性を活
かしつつ「YMCA運動」の担い手と「組織・管理・運営のマネジメント」両面を兼ね備えたスタッフの養成が目
的。今年度は長期化するコロナ禍におけるエッセンシャルワーカーのメンタルヘルスケアについても学ぶ。
■2021年度ステップⅡ。今年度テーマは「社会の回復に応えるYMCAをめざしてーレジリエンス・リカバリー・リ
イマジネーションー」。ウィズコロナ、そしてアフターコロナの社会で、現行のYMCAの事業や活動の継続だけ
でなく、地域社会が直面する課題と向き合い、どのように私たちの使命を果たしていくのか。
■【全国 YMCA水上安全の日・6月第3日曜】
大阪YMCA　動画で学ぶウォーターセーフティー
横浜YMCA　大切な命「いのち」を守るために
■「東京YMCA下町こどもダイニング」　　東京YMCA　フードパントリー
■山梨YMCA75周年記念式典が6月26日(土)、1年遅れの新会館献堂式を兼ねて開催。
　　　山梨YMCA　75周年記念式典
■名古屋YMCA中学生メンバー自ら体験した国際協力募金活動への想いをつづったエッセイJICAのコンテ
ストで最優秀賞受賞。　　名古屋YMCA　「輝く世界のために」
■神戸YMCAの難民を考えるワークショップ Vol.19。　　神戸YMCA　ワークショップ（PDF）
■大阪YMCAでは8月20日起立性障害を学ぶセミナーを実施。　　大阪YMCA　Webサイト
■熊本県阿蘇市の熊本YMCA尾ケ石保育園の園児34人が、大規模な土石流被害のあった静岡県熱海市の
被災者を励まそうと、応援フラッグを作った。熱海市に送り、避難所で掲げてもらう。　　熊本日日新聞
■8月6日、広島への原爆投下から76年を迎える夜、被爆を生き抜いた2つの楽器についてのお話と演奏をオ
ンラインで配信。　　ピースボート　Webサイト
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記

推薦者受付　及び　お問い合わせ先 :　西日本区書記　河合博之（京都トップス）

≪HANDBOOK＆MEMBERSHIP ROSTER 2021～2022　P274から抜粋≫

1.　各クラブより部長を経由してご推薦お願いします
2.　推薦締切日　2021年8月5日
3.　エリアユースコンボケーション（2021年8月7日・8日）にて選挙により決定

【ご案内】
クラブや会員においてROSTERの破棄処分に困っている場合は、このROSTERの印刷をしていただいた株式
会社洛陽に送付してください。責任を持って廃棄処分をし、再生紙として役立つようにしていただけるとの申し
出をいただいています。

■ アジア太平洋地域エリアユース代表推薦のお願い

■　国際投票締切　８月１５日
　　「アジア太平洋地域憲法」「アジア太平洋地域憲法ガイドライン」が
　　2021年6月26日のアジア太平洋地域会議にて承認されました。
　　各クラブ会長は投票期日までに投票をお願いします。

　拝啓、皆さまには常日頃ワイズ･ＹＭＣＡ活動に奉仕を頂き感謝を申し上げます。
　アジア太平洋地域よりエリアのユース代表の推薦依頼が来ています。
　添付ファイルに「候補者の資格」「職務内容」が掲載されていますので、各クラブより部長を経由して、ご推薦
下さい。 推薦締め切りは、日がなく申し訳ありませんが8月5日になっています。
　推薦された候補者の中から8月7日8日のエリアユースコンボケーション内で選挙が行われ、決定します。
　なかなか推薦するのはハードルの高い「資格」「職務」ではありますが、これをきっかけに担当主事とお話し
いただき ユースの状況などを確認いただければと思います。 また、YMCAの若いスタッフなども候補者になる
と考えられます。是非、幅広にお考えいただきますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
2007年6月8日

　近年、IT化の進展に伴い、大量の個人情報がコンピュータやネットワークを通じて漏洩するケースや、各種
名簿などから個人情報を盗み、悪用する事例が増えています。かかる事情を鑑みて、2005年から「個人情報
保護法」が施行され、世間においても個人情報保護に関する機運が高まっております。
　ワイズメンズクラブは、「個人情報保護法」に定められている個人情報取扱事業者に当たりませんが、会務運
営の便宜のため会員の個人情報を含む「HANDBOOK＆MEMBERSHIP ROSTER」(以下、「ROSTER」という)
を発行していますが、ROSTERに記載する個人情報の保護の必要性を十分に認識する必要があります。
　つきましては、会員の皆様や各クラブにおかれましても、そうした意味において個人情報を取扱う者として同
法の趣旨を踏まえて、西日本区ではROSTERの取扱いについて、個人情報保護の観点から、十分認識して
管理していくよう徹底を図る必要があり、個人情報保護の推進を行っていきます。西日本区会員のみなさんや
各クラブにおかれましては個人情報保護について再確認していいただき、特に使用、取扱いにあたっては、
次のことに留意してくださるよう、お願い致します。

　1. ROSTERには個人情報が記載されているという事を十分認識してください。
　2. ROSTERは、西日本区定款に基づく目的以外には絶対に使用しないでください。
　3. ROSTERの保管にあたっては、紛失などないよう十分注意を払ってください。
　4. ROSTERからのコピー取りは必要最小限にとどめ、その利用後、確実に破棄してください。
　5.不要になったROSTERの破棄については、細心の注意を払って行ってください。
　6. ROSTERを無断で第三者に提供したり、コピー等することは絶対にしないで下さい。会務運営上において
　　 第三者に提供の必要が生じた場合は、クラブ会長の責任において判断し、その提供にあたっては
　　 誓約書を受理するようにしてください。誓約書の様式は西日本区事務所にあります。

■ 御報告事項

■ ワイズメンズクラブ国際協会西日本区
HANDBOOK＆MEMBERSHIP ROSTERの取扱いについて
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ホストクラブ

10月10日(日)  ウェスティン都ホテル京都 京都ウェル

阪 和 部10月17日(日)  和歌山YMCA 和歌山紀の川

中 西 部10月16日(土)  土佐堀YMCA 大阪

京 都 部

名古屋

米子

西 中 国 部10月30日(土)  岩国YMCA国際医療福祉専門学校 岩国みなみ

び わ こ 部10月9日(土) 
近江今津市民会館

懇親会：マキノグランドパークホテル
近江八幡

瀬戸山陰部11月20日(土)  由志園〈松江市八束町(大根島）〉

神戸ポート

八代九 州 部10月2日(土)  八代ホワイトパレス

■アジア太平洋地域大会ユースコンボケーション（AYC）
　　　　　　　　　　8月7日(土)・8日(日)　両日共14：00～18：00 (日本時間）
　　　　　　　　　オンラインにて開催　参加登録費無料

■第三回東西交流会　2023年2月4・5日
　　　　　　　　　　開催場所：ANAクラウンプラザホテル神戸

2021～2022年度　各部部会開催日程

部開催日 部会開催場所

■アジア太平洋地域大会
　　　　　　　　　　台湾は8月14日(土)単日開催　台南市　海外はZoom参加

中 部9月11日(土)  名古屋YMCA日和田高原キャンプ場
(岐阜県高山市高根町日和田)

六 甲 部9月25日(土)  須磨温泉寿桜臨水亭
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■理事事務局から
　各クラブ、各部などで西日本区内に広く周知したい情報があれば、
　西日本区書記 河合博之までお知らせください。　　原稿の締め切りは毎月２０日必着でお願いします。
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　協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

第25回　西日本区大会
　2022年6月11日(土)・12日(日)

　大会会場：岡山国際ホテル

　懇親会：同ホテル

第25回　東日本区大会
　2022年6月4日(土)・5日(日)

　会場：ホテル東日本宇都宮

　ホストクラブ：宇都宮ワイズメンズクラブ

　ホストクラブ：京都トップスワイズメンズクラブ
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