
(京都トップスクラブ)

　11月も終わりに近づきますと日々寒さが増してきました。　新型コロナウィルス感染症も収まってきています
が、予断を許さない状況です。
　皆様と同様に私も健康管理には十分気を付けています。10月にはインフルエンザワクチン接種、11月には
肺炎球菌ワクチン接種を受けました。かかりつけ医の先生は大丈夫と言いますが、自分の身体の中はワクチ
ンだらけで少し心配しています。

　さて11月西日本区内では様々な活動が行われています。　全てのご
報告はできませんが一部ご報告いたします。
　11月1日新型コロナウィルス感染を鑑み、西日本区大会実行委員会
Zoom開催が行われました。毎月一回、必ず開催されていますがコロナ
対策が悩ましいところです。
　方向性が定まり、岡山での西日本区大会をどの様に盛り上げて行く
かは、次回の会議で話合われます。
　11月6日西日本区事務所にて11月開催の次期西日本区役員研修会
及び来年3月開催の次期会長・主査研修会の準備会議が開催されま
した。
　来年はワイズメンズクラブ国際協会創立100周年を迎える年になる
為、大変重要な研修会と位置付けています。

　11月7日京都部ワイズデー「 舞鶴べっぴんな海に大作戦 」神崎海水浴場海岸清掃活動を「 スポGOMI 」大
会にて行われました。
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　スポGOMIとは、企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに「 スポーツ 」のエッセンスを加え、今までの社
会奉仕活動を「 競技 」へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツです。
　この「 スポーツ 」と「 社会奉仕活動 」の融合により同じ目標へと立ち向かう・チームで力を合わせる・達成
感・爽快感など、スポーツの持つ特有の素晴らしいキーワードが競技者自身のごみ拾いへの価値観を一新さ
せます。スポーツには既存の価値観をプラスに転じる力があるのです。スポGOMIは、予め定められたエリア
で制限時間内にチームワークで、ごみを拾い、ごみの量と質でポイントを競い合うスポーツです。
　京都部より230名のワイズメン・メネット・コメットの参加があり、中村京都部部長のワイズデーにかける思いが
良く出でいました。私も参加して「 スポGOMI 」の初めての経験とSDGsに関する素晴らしい事業をされました。
　京都部の皆様に感謝申し上げます。

　11月20日瀬戸山陰部第20回部
会が鳥根県松江市大根島 由志園
にて開催されました。リアル部会の
為、会場は万全のコロナ対策をさ
れていました。
　多くのワイズメンとお会いでき、水
田美世先生の「 こどもの居場所づ
くりの意義 」講演を聞かせて頂き、
由志園の素晴らしい紅葉も見るこ
とができ、感激いたしました。
　部会を開催されるにあたり瀬戸
山陰部福永部長をはじめ関係各
位の皆様に感謝申し上げます。

　11月23日ワイズメンズクラブ国際協会創立100周年を祝う事業として、いち早く六甲部の皆様が神戸市北区
のしあわせの村で植樹式を行われました。
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　11月27日、28日西日本区次期役員研修会が開催されました。
　次年度はワイズメンズクラブ国際協会創立100周年の年度となり、田上 正次期西日本理事の力強い方針が
発表されました。主題は「 原点を知り将来に生かす 」スローガンは「 立ち上がれワイズモットーと共に 」この主
題とスローガンには西日本区会員のV字回復の意味合いが鑑みえます。
　今年度・次年度の役員の皆様と共に力を合わせ、西日本区を良い方向へと導いていきましょう！　2日間の
研修お疲れささまでした！個々に得るものがあったと思います。
　共に邁進しましょう！

　今月の聖句は「受胎告知」と呼ばれている箇所です。イエスの母となること。思ってみただけでも大変なこと
だったでしょう。マリアはその頃、１４歳～１６歳と言われています。突然に天使ガブリエルから告げられたこと
への戸惑い、葛藤もあったでしょう。また、人からみた自分、家族のことが気になったかもしれません。
　この出来事はマリアにとって、試練・苦しみだったことでしょう。ところが、マリアはそれを乗り越えたのです。
どうやってそれを乗り越えたか。「神が共にいてくださる」と「神にできないことは何一つない」という「２つのみ言
葉」によってでした。このみ言葉に「ＹＥＳ」とこたえたのです。
　どんな痛みや苦しみの中にあっても、神様のみ言葉に「ＹＥＳ」と言えるかを問われます。そこには「神様はで
きる」ということへの信頼が必要です。その信頼は「神様が共にいてくださる」というみ言葉によって、神様から
先に与えられています。
　いよいよクリスマスが近くなってきました。今年を振り返り、神に与えられたワイズ活動にどれだけ「ＹＥＳ」と言
えたでしょうか。小さな「ＹＥＳ」の積み重ねを振り返るときに、神の導きを知ることになります。新しい年も「ＹＥ
Ｓ」が積み重なっていきますように。よい年をお迎えください。

神にできないことは何一つない。」マリアは言った。「わたしは主のはしためです。お言葉どおり、こ
の身に成りますように。」

聖書の小窓 「YESといえるワイズ活動」
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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)

2022年はワイズメンズクラブ国際協会の創立100年です。
先人に思いをはせるとともに、新たなヒストリーを築いていきましょう。

ヒストリアン　濱田　勉（奈良クラブ）

日本YMCAスタッフ研修ステップⅡは、59日間の研修の集大成として、オンライン配信による終了レポート発
表を行いました。11月27日に12名の研修生は各YMCAに帰任いたしましたので、各YMCA、ワイズメンズクラ
ブで研修の成果を発表し実践できる場所を提供していただければ幸いです。
【日本YMCAスタッフ研修ステップⅡ 2021年度修了レポート発表会】
日時：2021年11月25日（木）13:00-17:30
場所：日本YMCA同盟国際青少年センターYMCA東山荘
（1） 本田奈緒子（熊本YMCA）
　　YMCAのレジリエンスプログラムにおける一考察　　ーコロナ後の豊かな社会の実現を目指してー
（2）　田中信也（広島YMCA）
　　メタ認知の概要とYMCA専門学校教育への適用
（3）　尾形裕一郎（盛岡YMCA）
　　幼少期における自然体験活動の効用と、これからのYMCAプログラムの可能性
（4） 熊本四季子（熊本YMCA）
　　専門学校の新たな展開の一考察　ー学びの複線化ー
（5）　三上　淳（横浜YMCA）
　　鎌倉YMCA未来計画
（6）　田邉朋美（横浜YMCA）
　　YMCAにおけるダイバーシティ＆インクルージョンの推進
　　　ー多様な人材が活躍できるYMCAを目指してー
（7）　村上一志（奈良YMCA）
　　奈良YMCAの地域社会への役割　ー誰一人取り残さない社会へー
（8）　竹内光世（茨城YMCA）
　　伴走プログラムを用いた、ミンションベースドマネジメントの提案
（9）　横山弥利（東京YMCA）
　　東京YMCA国際ホテル専門学校が100周年を迎えるために　　ー学生募集戦略ー
（10）瀧中 慎介（大阪YMCA）
　　新たなるアクアティックプログラムの展開について
　　　ー多様で、新たなる課題を抱えている対象への生きがいの提供を目指してー
（11）池田聡美（大阪YMCA）
　　教員サポーター制度の提案　ーユースが働きたいと思う学校環境とはー
（12） 荒井浩元（とちぎYMCA）
　　YMCAポジティブネット居場所論

　各クラブであるいは各地で、地域への奉仕やYMCAへの奉仕が行われています。この秋も地域の清掃奉
仕、ワイズポテト寄贈、チャリティランをはじめ本当に多くの奉仕活動が、愛をもって楽しみながらワイズの仲間
とともに行われ、温かい気持ちを多くの人々に届けています。また、私たちはコロナ下で会えない遠方のワイ
ズの仲間に対しても、思いをはせ、活動を応援し、健康と幸せを祈っています。そして、最近お目にかかれて
いない先輩たちには、過去の活動を思い、現在の健康と幸せを祈っています。愛をもってすてきな仲間ととも
に活動ができること、あるいは思いをはせる多くのすてきな仲間や先輩がいることに感謝したいと思います。

CE　　／　　H

「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。」　ワイズの活動は、愛をもって、奉仕活動することです。
奉仕される人を思いやり、寄り添い活動しましょう。

クリスチャニティ―委員長　川口　恵（名古屋クラブ）
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 ※２０２１年４月からの累計　47名入会

世界のYMCAのトピックス
■2021年世界YMCAミーティングがオンラインにて開催
■YMCAの気候変動対策プロジェクト-COP26にユースアンバサダーが参加
https://www.youtube.com/watch?v=Pl3om2fbaVk
■世界YMCA/YWCA合同祈祷礼拝ライブ配信
https://www.ymcajapan.org/worldymca-ywca_weekofprayer2021/
■ジョージウィリアムズ生誕200周年

日本のYMCAのトピックス
■東京YMCAでエッセイを公募 「豊かな福祉社会を創るために」
■神戸YMCA　じどうかんカフェで緩やかな支援
■盛岡YMCA　地域とともに国際協力募金キャンペーン開始
■在日本韓国YMCA　連続ティーチイン「交差するパレスチナ」
■オンライン英語キャンプ参加者募集
■第52回全国YMCAリーダー研修会1日目の報告
■10万人の子どもたちにとびきりのクリスマスを
■児童養護施設の子どもたちにプログラミング体験の機会を

日本YMCA同盟からのお知らせ
■11月研究所オンライン研修「YMCAのプログラムとSDGs 」
■日本YMCAスタッフ研修ステップⅡ　修了レポート発表会
発表者および発表順序：日本YMCAスタッフ研修ステップⅡ修了レポート発表.pdf
■「全国YMCAユースチャレンジ2021」では企画を再募集中
■2021年度日本YMCAユースボランティア認証
■YMCAノベルティ　秋冬期の注文受付開始
■1966年に作成された世界YMCA同盟会費シール注文受付中
■YMCA東山荘　『第56回年末年始家族パーティー』ご案内開始
今回で56回目を迎えます。東山荘でしか体験できないプログラム、年末年始ならではのイベントとお食事、そ
して何よりも和気あいあいとした雰囲気。 “とっておき” が詰まった東山荘の4日間。2021年12月30日～2022
年1月2日。　皆様のご来荘をお待ちしております。いつもありがとうございます。

10/19入会  野口晋司 　京都キャピタルクラブ 　京都部

 高谷友依
 宮田貴之

*会員異動報告書11月19日まで受付分

 新入会員の皆様　入会おめでとうございます!　4名
　京都グローバルクラブ 　京都部

　京都部

　京都部

10/20入会 　京都グローバルクラブ

　京都グローバルクラブ

 堀本里宏
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■ Y's×SDGｓ Youth Action 2022　アクションプラン募集中

■ 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

 今期西日本区メネット事業はヘアードーネーションです。
　この事業に多くのメネットのご協力を得て事業が進んでいることに感謝申し上げます。　今期メネット国内事
業に対する献金はありません。　コロナ禍のため、活動の自粛を余儀なくされているためRSD支援もありません
　ですが国際プロジェクトに対しての献金はお願い致します。メネット報第一号で口座をお知らせいたしました
が　国際献金の振り込みはBF献金やTOF献金などと同様に　西日本区への払込取扱票を使用して西日本
区へ送金してください。
必ずメネット献金とご記入下さいますようお願いいたします。
各クラブからの国際プロジェクトへの献金はとても有効に使われ、世界の困難な状況にある子ども支援等に役
立っています。

2020-22年度の国際プロジェクト
　ウクライナに公共施設を設置
　ウクライナ・ザポリシヤ州の社会的弱者である子どもたちの健康的な生活習慣を促進する手段としての ス
ポーツと非公式教育。　このプロジェクトはワイズメネットの献金が有効に生かされ成功を収めています。
　（この記事に関しては11月に出されたアジアパシフィックエリア会長レターに詳しく掲載されています。）
　次の国際事業につきましてはメネット事業国際プロジェクトコーディネーターから発表があり次第お知らせい
たします。

 皆さんからの献金が多ければ、大きな事業　複数の事業を行うことができます。どうかメネット国際事業に献金
して頂けますようお願いいたします。

■ 今期メネット事業献金について

■ 御報告事項

西日本区メネット主任　竹内芳江(岡山クラブ)
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5月14日(土) び わ こ 部
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

開催日 部 部会開催場所 ホストクラブ
1月29日(土) 西 中 国 部 半月庵 岩国みなみ
2月19日(土)
2月27日(日)

中 西 部
阪 和 部

 土佐堀YMCA
和歌山YMCA

大阪
和歌山紀の川

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

■ 2021～2022年度　各部部会開催日程

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）～2 月5 日（日）

■ 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
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　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

2022年4月23日(土) 彦根シャトー 40周年  エクシブ琵琶湖

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

～ 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

■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。

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

■ 周年例会情報
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