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(京都トップスクラブ)

10月とは思えない季節外れの気候に皆様の体調は、いかがでしょうか？
東北や関東では最大震度5強の地震が発生し、和歌山では水管橋崩落など日本での災害が続いていま
す。
10月8日岸田文雄首相は、就任後初めての所信表明演説が衆議院本会議で行われました。新型コロナウィ
ルス感染症の対応に関し、司令塔機能の強化や、人流抑制と医療資源確保のための法改正で危機管理を
抜本的に見直す方針を表明され、格差是正に向けて中間層を守る「新しい資本主義」を唱え、「成長と分配
の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」による実現を呼び掛けられました。
又、コロナ対応を最優先課題と位置付け ① 3回目のワクチン接種の準備 ② 経口治療薬の年内実用化
③ 電子的なワクチン接種証明 ④ 無料検査の拡大を挙げ「安心確保の取り組みの全体像」を示すよう関係
閣僚に指示をされました。
西日本区内では、この新型コロナの影響により、各部会の中止や延期が続出しているため、国のスピー
ディーな対応を期待しています。
10月2日九州部会では、部会を中止されましたが評議会とメネットアワーをオンラインにて開催されました。
評議会では各主査及び各会長の活動報告をされ、又各議案内容に関して熱心に討議をされていました。
私も参加させて頂き感じた所です。メネットアワーでは「コロナ時代、食でレジリエンス（回復力）アップ！」と
題して川野美智代先生から講演を頂きました。私も学生時代 国体選手として野球をしていました。食の分析
から学ぶ「スポーツ栄養」などの勉強もしていましたので、川野先生の講演はたいへん聞きやすかったです。
10月13日京都トップスクラブ10月例会にて「ワイズの出会いで人生が変わった？！」～事業多角化への歩
み～ と題して私が講演をすることとなりました。
植浦ＥＭＣ委員長からの依頼で京都トップスクラブは、この2年間で新入メンバーが多く入会され、ワイズメン
ズクラブの素晴らしさを新山理事の人生を通じて講演をお願いしたいとの依頼でした。
10月例会は9月例会に引き続き新入会員入会式及びメンバー候補者ゲストの皆様も参加され、たいへん有
意義な例会となりました。
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10月17日阪和部ＥＭＣシンポジウムがオンラインにて開催さ
れました。
西日本区山口ＥＭＣ事業主任の基調講演に引き続き、新入
会員者を増やされた実例紹介を数クラブより発表されました。
又、「我がクラブの良い所・問題点」を各クラブ会長より発表が
ありました。
今後の阪和部ＥＭＣ活動に期待します。
10月20日は、私と大久保東日本区理事と共に日本ＹＭＣＡ
スタッフ研修の講義をオンラインにて「ワイズメンズクラブとＹＭ
ＣＡ」についての講師をすることとなりました。たいへん緊張し
ましたが何とかなりました。
10月22日京都部国際交流事業懇談会に私と西日本区深谷国際交流事業主任・西日本区的場事務局長と
参加しました。久しぶりのリアルでの懇談会は良かったです。各クラブの交流事業の現状と問題点などの報告
がありました。
やはり新型コロナの影響が出ていましたね！

10月23日・２４日 第２回西日本区役員会です。
凄まじいほどの議案・協議案が出されています。資料が2冊になりました。
これは、何とか西日本区をもっといい方向へ変えていきたいと思う熱い方々の証と受け止め審議をしました。
結果は別資料にてご報告します。
少し時間が足らなかったですが、やはり役員の皆様とのリアルでの議論は良かったです。このまま新型コロ
ナが収まるのを願っています。
素晴らしい役員会でした！
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隠れているもので、あらわにならないものはなく・・
ルカ ８：１７

聖書の小窓 「ワイズの宝を隠してないか」
聖書にある教えの一つです。「ともし火をともして、それを器で覆い隠したり・・しない」という話の中にありま
す。ともし火は何のためにあるのかを考えなさいということ。また、私たちの光は隠されたままにはなく、かなら
ず光輝くのだということです。悪いことを隠れてやっても公にされると読む人もいるかもしれません。
ある本で面白い話をよみました。ニューヨークの工事現場の塀にはいくつも穴があいているのだそうです。し
かもわざとあけてあるそうです。理由は中で何が行われているか興味があり、穴がない塀はすべて壊されて中
がみえるようになるからです。そこで始めから穴をあけて中を見せることにしたというのです。
私たちのワイズ活動はどうでしょうか。ワイズで語られる楽しさを隠したりしてないでしょうか。いや、ワイズの
楽しさを、塀をこわしてまで覗きたいものとして捉えているでしょうか。私たちに与えられているワイズの価値を
再確認したいと思います。「隠れているもので、あらわにならないものはない」ものがワイズにあります。こんな
素晴らしいワイズを隠していないでしょうか。

ASF YMCAサービス
クラブメンバーとYMCAスタッフの相互理解と親睦を深めましょう。
そして目的をひとつにしましょう。
Yサ・ユース事業主任 河口裕亮（彦根シャトークラブ）

かなり落ち着いてきたとはいえ、新型コロナ禍は完全に収束しておりません。まだまだマスクも外せそうにあり
ませんが、アフターコロナの時代の到来に向けて「こんな時だから、今だからできる事」に取り組みましょう。未
だ対面の会議などは開催しづらい中ですが、ZOOM等を用いたリモート会議も今では一般的なものになり、話
し合う機会は逆に以前よりも簡便に持てるようになりました。これらのツールを感染予防対策の一時的なものと
してではなく、普段からコミュニケーションを深めるための手段として各クラブ、各地YMCAの皆さんの間でより
ご活用下さり、より深く交流される事を提案致します。動きにくい世の中がまだしばらく続きそうですが、逆に今
が私たちワイズメンとYMCAスタッフの皆さんとがこれからも共に歩むためのエネルギーを溜め込むための価
値ある充電期間となる事を願っております。
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2021年10月23日（土）・24日(日)
開催場所：ホテルクライトン新大阪
及びオンラインの併用
第１号議案
議案名
議案内容
審議結果

2021-2022年度 西日本区第1回役員会議事録承認の件
2021年7月10日（土）開催の第1回役員会議事録の承認
可決（全会一致）

第２号議案
議案名
議案内容
審議結果

2021-2022年度 西日本区第2回役員会 聖日早天礼拝献金贈呈先の件
聖日早天礼拝献金（26，288円）を災害支援金に繰り入れる
可決（全会一致）

第３号議案
議案名
議案内容
審議結果

第24回西日本区大会 会計決算報告並びに剰余金処分 承認の件
会計決算報告の承認ならびに剰余金（6，176円）を日本YMCA同盟へ寄付
可決（全会一致）

第４号議案
議案名
議案内容

審議結果

第26回 西日本区大会ホストクラブ及び開催地、日程を承認する件
ホストクラブ：熊本むさしクラブ
協力クラブ：熊本県在クラブ（熊本むさしクラブを除く11クラブ）
開催年月日：2023年6月10日（土）・11日（日）
大会会場：熊本城ホール、熊本YMCA本館（熊本市）
懇親会会場：ホテル日航熊本（熊本市）
＊2023年6月9日（金）前夜祭：熊本ホテルキャッスル（熊本市）
可決（全会一致）

第5号議案
議案名
議案内容
審議結果

ワイズ将来構想特別委員会委員の任期延長の件
ワイズ将来構想特別委員会の新山理事期までで任期を終える５名の任期をさらに1年間延長
可決（全会一致）

第6号議案
議案名
議案内容
審議結果

クリスチャニティー委員会規則 改定の件
クリスチャニティー委員会規則 チャプレンについては任期を定めない
可決（全会一致） ＊2021年10月23日改正 2021年10月23日施行

第7号議案
議案名
議案内容
審議結果

第8号議案
議案名
議案内容
審議結果

第9号議案
議案名
議案内容
審議結果

第10号議案
議案名
議案内容

審議結果

トラベルコーディネーターの服務規則について、2022-2023年度、2023-2024年度に限り
6期（6年）まで延長する件
2022-2023年度、2023-2024年度に限りトラベルコーディネーターの任期を特別に6期（6年）
まで延長
可決（全会一致）
申請書の印鑑廃止等業務の簡素化、効率化
申請書、事業報告書等の押印制度を廃止する
＊事業資金等、金銭にかかるものについても押印を不要とする
可決（賛成15 反対2）
JWF管理委員会規則の改正
基金の支出につて「全委員一致の決議を要する」を「委員の3分の2以上の決議を要する」
に変更する
保留・継続審議とし、第３回役員会にて再度提案
Y’s× SDGs Youth Action2022事業承認並びに事業資金拠出の件
① 事業承認
② 事業資金拠出
事業準備金 200，000円（一般会計）
事業支援金 800，000円（Ｙサ資金・ＣＳ資金）
今後のスケジュール、採用決定までのプロセス、採用基準、出金等の詳細については
今後委員会にて検討
可決（賛成15 反対1 保留1）
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第11号議案
議案名
議案内容
審議結果

第12号議案
議案名
議案内容
審議結果

第13号議案
議案名
議案内容
審議結果

第14号議案
議案名
議案内容
審議結果

西日本区にてPortalbuzz（ポータルバズ）を導入する件
メンバーシップ管理ツール並びに100周年記念として国際ロースターへの掲載等を目的として
ポータルバスを導入する
否決（賛成4 反対9 保留4）
ＹＭＣＡサービス・ユース資金を特別会計で管理する件
① 地域奉仕・環境事業資金と同様に特別会計で管理し、目的外使用にならないように次年度に
繰り越す
② 施行日は2022年7月1日とする
① 可決（賛成15 反対1 保留1） ②可決（賛成13 反対2 保留2）
西日本区定款施行細則第13条第1項5号削除 及び
各種諸規則 事業委員会規則第1条⑤削除の件
メネット事業の廃止
可決（全会一致）
西日本区定款施行細則第13条第1項10号追加 及び
各種諸規則追加承認の件
メネット委員会追加
可決（全会一致）

協議案
第1号協議 西日本区役員の任期を見直す件
第2号協議 西日本区大会のあり方に対する件
第3号協議 ワイズのトレードマークとなる奉仕活動に関する件
第4号協議 青年会員の入会促進の為の会費一部減免に関する件
第5号協議 部の再編と部活動支援金に関する件
■ 協議案（第1号～第5号）について役員会出席者から様々な意見交換を行い情報共有いたしました。
■ 第8号議案、第9号議案および協議案第1号～第5号は西日本区ワイズ改革に資する提案・提言として
会員の皆様から寄せられた意見をベースにワイズ将来構想特別検討委員会で協議、検討し役員会に
提案されたものです

*会員異動報告書10月19日まで受付分

10/7入会
10/13入会

中村隆仁
吉田信子

京都ZEROクラブ

京都部

京都トップスクラブ

京都部

新入会員の皆様 入会おめでとうございます! 2名
※２０２１年４月からの累計 43名入会
日本YMCA同盟
協力主事/担当主事

光永尚生(三島クラブ)

世界のYMCAのトピックス
■メンタルヘルスとwell-being（Youth Led Solution Summitシリーズ）
3回目となるThe Youth-Led Solutionsは、 メンタルヘルス＆ウェルビーイングをテーマに世界メンタルヘルス
デーである10月10日に開催。2つのウェルビーイングイニシアチブ（マニフェストMy Wellbeingデジタルプラット
フォーム）発表が行われた。
■マニラダウンタウンYMCAのメンタルヘルスイニシアチブ
マニラダウンタウンYMCAのBreaking Barriersプロジェクト。メンタルヘルスに対する意識を高め、若者が新し
いアプローチでSpirit・Mind・Bodyへの影響をより深く理解できるようにするためのセミナーを1ヶ月間にわたっ
て開催。
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■ミャンマー：ボランティアとコミュニティのための社会的支援とトレーニングによる能力開発
課題に直面し、将来への希望を失っているミャンマーの若者たちは、コロナ禍で学校に通えなくなるなど教育
の機会損失も課題。ミャンマーのミッチーナーYMCAでは、Zoomによるバーチャル・ラーニング・プログラムを
実施。知識を高めることと同時にモチベーションを高め、精神的に落ち込む若者の心理社会的カウンセリング
を支援
日本のYMCAのトピックス
■東京YMCA ユースの居場所を守るチャリティーコンサートを開催
コロナの影響を大きく受け、弱くされている若者の居場所を守るために、東京YMCA高等学院を支えるための
チャリティーコンサートを10月15日に開催。第2部では学院の生徒たちと一緒に演奏。コンサートは後日ネット
配信あり
■広島YMCA ユースが考える「平和とは何か」
第1回広島YMCAユース平和ミーティングが10月23日に開催。全国のYMCAに集うメンバーや学生・ユース
リーダー（高校生・専門生・大学生）・ユーススタッフ参加。
■全国YMCA-YWCA合同祈祷礼拝
2021年度YMCA/YWCA合同祈祷週は、11月7日（日）～13日（土）。テーマは「Beauty from Brokenness：こわ
れたものからの美しさ」。日本各地のYMCA・YWCAでオンラインを用いた祈祷集会が行われる。
■「新しい生活の中での、こどものための教育保育のあり方」とは
全国YMCAの幼児教育・保育事業では、「新しい生活の中での、こどものための教育保育のあり方～こどもの
成長のために必要なこと、具体的な保育の在り方～」をテーマに10月25日に研修会を開催。講師は常磐会短
期大学の卜田真一郎教授。
■国際ガールズデー スポーツから疎遠になりがちな女の子たちが、無理なく楽しむために
日本YMCA同盟が主催しスポーツを通して女の子たちの成長を応援するGirl’s Programme。ナイキ、ローレウ
ス・スポーツ・フォー・グッド財団と大坂なおみ選手が連携し、女の子のスポーツ参加を促し、均等な機会が提
供される環境を創り出すことを目的とする「プレー・アカデミー with 大坂なおみ」の事業の一環として、女の子
たちのスポーツを核とした9人の成長ストーリー動画を公開。
■アフガニスタンの赤十字で学生YMCAのOGが活躍
学生YMCAのインドスタディキャンプ2001年に参加した薮崎拡子さんが、現在アフガニスタンの赤十字にて活
動を続ける。学生時代、看護学生時代から続く働きを見守り、祈りたい。
日本YMCA同盟からのお知らせ
■10月研究所オンライン研修「世界のYMCAの働き ーオーストラリアYMCAとオンラインでつながり、学ぶ」
世界YMCAが進めるWorld YMCA Vision2030。策定メンバーであるオーストラリアYMCAのDian Sheltonさん、
日本のYMCAでも取り組みが求められるダイバーシティ＆インクルージョンの推進を米国フロストバレーYMCA
で経験してきた東京YMCAの池田麻梨子さんによるセッション開催。
■富士山と地域と共に106年、宿泊研修施設「東山荘」
御殿場の地域誌による東山荘の紹介。長い年月をかけて建物と自然が調和した一つひとつの景観が美しく
掲載され、改めてその歴史や功績を知る機会に。年末に向けて「第56回年末年始家族パーティー」も案内を
開始。年末年始は東山荘へ。
■未来の森づくり 東山荘ナラ枯れ募金
ナラ枯れ募金第二期には約116万円が寄せられ、第一期と合わせた募金総額は約356万円にのぼる。伝染病
であるナラ枯れは今年も依然として広域で猛威をふるい、東山荘でも冬に向けて伐採の準備が進む。東山荘
の森林再生、未来の森づくりのため、引き続き募金へご協力を。
■ポジティブネットYMCA国際協力募金 ミャンマー緊急支援報告
ミャンマー支援のための募金は、全国のYMCAを通して717,052円が寄せられた。ミャンマーYMCAはYMCA
が提供するプログラムを市民がこれまで以上に必要としているとして、困難な状況にありながら人々に寄り添
い、さまざま活動を続けている。
■YMCAカレンダー2022 販売のお知らせ(注文終了)
■阿部志郎さん、岡本栄一さん、上野谷加代子のてい談「ボランティア全国フォーラム2021」
コロナ禍のもと、厳しい時代のなかにあるボランティア・市民活動をどのように進めていけばよいのかを、わが
国のボランティア・市民活動を牽引してきた阿部志郎さん、岡本栄一さん、上野谷加代子さんを迎えてのオン
ラインてい談をはじめ開催。
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■ 御報告事項
■ 2020-2021年度国際表彰

10月22日発表 西日本区関連抜粋

Elmer Crowe Memorial Award（エルマー・クロウ賞）
中西部 吉田由美
Regional Performance Award（区パフォーマンス賞）
Bronze Award 西日本区 古田裕和
① クラブ会員総数（2月～2月）
② クラブ総数 （7月～6月）
③ プログラム貢献（7月～6月） の内、1つ達成がBronze（銅賞）
Booster Members Awards（ブースターメンバー賞）
和歌山クラブ 安藤元二ワイズ ＊1年に3人以上を入会
Booster Clubs Awards（ブースタークラブ賞）
京都グローバルクラブ ＊1年に6人以上増員したクラブ
Challenge 22 Awards（チャレンジ22賞）
京都クラブ 3名
京都ZEROクラブ 3名
北京都フロンティアクラブ 3名
＊9月1日～12月9日の100日キャンペーン期間の会員増員が対象
https://www.ysmen.org/members/resource-library/awards/award-recipients/2020-2021/

■ 次期役員研修会

ホテルクライトン新大阪 ハイブリッド形式

2021 年11 月27 日（土） 13：00 開講
2021 年11 月28 日（日） 15；00 閉講

■ ワイズメンズクラブ国際協会100周年 ／ 東西日本区25周年記念
第３回東西日本区交流会
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
語ろうワイズの未来！共に手をとり次の100 年へ
2023 年2 月4 日（土）
2023 年2 月5 日（日）

■ ワイズメンズクラブ国際協会創立100周年を祝う会
2022 年11 月15 日（水）～11 月17 日（金）

台湾・台北市

■ 2021～2022年度 各部部会開催日程
開催日

部

部会開催場所

ホストクラブ

11月20日(土) 瀬戸山陰部

米子YMCA医療福祉専門学校
由志園〈松江市八束町(大根島）〉

米子

1月29日(土) 西 中 国 部

半月庵

岩国みなみ

変更

2月19日(土) 中

西

部

土佐堀YMCA

大阪

変更

2月27日(日) 阪

和

部

和歌山YMCA

和歌山紀の川

変更

4月17日(日) 京

都

部

ウェスティン都ホテル京都

京都ウェル

変更

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

変更

5月14日(土) び わ こ 部
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■ 周年例会情報
開催日

クラブ

記念例会

開催場所

2022年2月5日(土)

奈良

70+1周年

奈良ホテル

2022年4月2日(土)

大阪長野

45周年

未定

2022年4月23日(土)

彦根シャトー

40周年

エクシブ琵琶湖

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

第25回 西日本区大会
会場：岡山国際ホテル
～ Ｒｅｂｏｒｎ 始まりの地から～
2022 年6 月10 日（金） 前夜祭
2022 年6 月11 日（土） 第4 回役員会・代議員会・大会１日目
2022 年6 月12 日（日） 大会2 日目・エクスカーション
ホストクラブ：京都トップスワイズメンズクラブ
協力クラブ：岡山ワイズメンズクラブ

■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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