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Know the origin and utilize it in the future! 

く〉副題立ち上がれワイズ モットーと共に!

Stand up Y's Men with our Motto! 

恐れていたオミクロン株 BA.5の爆発的な広がりは、いかに毒性が低

い? とは言え重症者も死者も増えてきました。殊に盆休みの制限のな

い活動は感染拡大に拍車をかけ、医療現場でもスタッフ確保に汲々とし

ています。病院や施設で過ごしておられる方々もご家族と会えないこと

から、在宅療養を選択されています。私の勤務する在宅診療所でもかな

り訪問診療依頼の患者さんが増えてきました。医療従事者ですからコ口
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第26代西日本区理事

田 上 正

ナワクチンは 4回接種しましたが、 BA.5は免疫のバリアをすり抜けてくるようです。

3回目、 4回目のワクチン接種がなかなか進まない状況ですので、自分自身で自己防衛をせねばなりませ

ん。密を避ける、飲食を伴う会合では食事以外はマスクを使用、ソーシャルディスタンスを保つ、手洗いと

うがいの励行、場所を変えたら手指消毒は基本中の基本です。 8月は予定されていた多くの例会が中止にな

りました。ピークが高いだけにいつまでにどこまで下がって落ち着くかは分かりません。ワイズの境地であ

る例会を是非安全第一におすすめ下さい。

9月は各クラブで、 EI¥!lCに関する議論を進めていただくようにお願いしています。クラブの活性化のた

めの方策、入会者を増やすためには何が必要なのかを各クラブ独自の観点から議論し実行していきましょ

う。この活動はワイズメンズクラブが存在する限り、待ったなしで続きます。

この状況下で京都ブラッククラブの設立総会が 8月18日フォーチュンガーデン京都

で80数名の参加を以て開催されました。メンバーはいろいろな色を持っており、その

色がすべて合わさると黒色になることから力強いぶれない活動ができるようにとブラッ

ククラブと命名されたとお聞きしました。スポンサークラブの京都トゥ ーピークラブ

の皆様のご努力に、とりわけキーメンバーとして移籍される水野充弘ワイズ、安井基

晃ワイズに敬意を表します。京都設立準備委員長の古田裕和ワイズ、初代会長の木代

路万ワイズ、新クラブに集まってくださった皆様に感謝するとともに、皆様がこれか

らのワイズライフを楽しみ、人生が2倍3倍に豊かになることを祈っています。
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メネットと一緒に車に乗って自分が運転しているとダメ出しが多く来る。「信号赤だよ!見ていた

の?J 何故自分が確認する一瞬前に言うのだろう? メネットが運転するときに同じこと言おうとす

ると、その前にちゃんとチェックしている。確かに自分より運転は上手だと思う。

これまで自損事故(対物)を 3回起こした。いずれもバックの時。 一回目はっくりの悪いブロック塀

を数メートルにわたり壊した。 2回目は東京から熊本までメネットと車で帰った時。大雨の中をバック

で堀車庫に入庫する際、アラームとともにガリガリと音がした。 3回目は種子島で従弟の車を借りてバッ

クするとき、ガシャンという音と同時にリアウインドウが粉々に砕け散った。あーあっ!

74歳時の運転免許証更新時には運転実地試験があるが、メネッ卜を指導教官として日々頑張ろうと思う。

E M C Extension & Membership Conservation (新クラブ設立、会員の維持と増強)

Y E S Y's Extension Support (ワイズ新クラブ設立 (Extension)サポート)

未来につながる EMC活動

新規クラブ設立の為に YES献金100%を

2022・2023年度西日本区臨時代議員会報告

*臨時代議員会返信報告と臨時代議員会成立の確認

定数91名のうち、 79名より返信はがきの回答を頂きました。

塚本勝己 EMC事業主任

(京都ウエストクラブ)

西日本区書記 上村員智子

定数の 3分の 2以上の出席を頂きましたので、この臨時代議員会は成立するものと致します。

(ご返信がない場合、賛否欄にご記入がない場合は賛成頂いたものとして取り扱いさせ頂きます。)

*議案採決報告

第 1号議案 西日本区定款 第1条第2項変更の件(沖縄県を西日本区の地理的範囲とする)

現 行:西日本区定款第 1条第 2項により、西日本区の地理的範囲は、富山県・岐阜県・愛知県以西、

鹿児島県までとする。

改定案:西日本区定款第 1条第 2J頁により、西日本区の地理的範囲は、富山県・岐阜県・愛知県以西、

沖縄県までとする。

賛成90、反対 1 過半数以上の賛成を頂き、この議案は可決されました。

以上ご報告申し上げます。

*定数91の内訳(部長・直前部長18、クラブ会長票74。但し直前部長と会長の併任が 1名あり、

直前部長を優先した結果、定数は91となる。)

@ 



今月の聖句

鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去ると、

それがどのようであったか、すぐに忘れてしまいます。 ヤコブの手紙 1章24節

「見たい自分がそこにいるか」

西日本区チャプレン 立野泰博

倫理感を高める方法として「ミラー・テストjという簡単な方法をききました。毎朝、洗面台の前に立っ

たとき、 鏡の中に「見たい自分がそこにいるか」 を問うことだそうです。

毎朝自分の姿をそこに映し出し、振り返りの時をもつことができればと思います。鏡の中から自分の生き

方、あり方はどうかを問われます。私はそれに加えて自分の子どもたちにとって「見られたい自分がそこに

いるか」と問います。それも大切だなと感じます。

聖書は「神様の言葉を聞いて実践する」ということを勧め、「み言葉を行う 人になりなさい」と述べます。

その中で鏡のたとえを出しています。み言葉を聞いて行わない人は、 鏡に映った自分の姿をす ぐに忘れる人

といいます。あるべき姿を映してもそれが実践できなければ、み言葉を行ったことにならないというのです。

鏡の中に今日も「見たい自分がそこにいるかJを問うことは、自分自身としてふさわしい生き方をしてい

るかを吟味することでもあります。ワイズメンとしては鏡にどう映っているでしょうか。

平和を創り出す使命

アジューマンクラブ (UA E)プログラム

立野泰博

7月の終わり田上西日本区理事から rJose国際書記長を通じて、UAE

のアジュマーンクラブFから、同クラブが 8月6日に開催する rHiroshimaand 

Nagasaki Remembrance Day and Candle Lighting CeremonyJ (オンライン)

に西日本区からどなたか、メインゲス ト (当然スピーチもあると思います)

として参加 して欲しいとの要請がありました」とメ ール・電話をいただきま

した。

さっそく誰か候補はいなし 1かと探しつつ、ヒ ロシマの原爆ドームをバック

に動画を作成して送ったらどうかと思いました。その時には自分が受けて、

今の世界の現状の中で「ヒロシマ」から語らねばならないメッセージ、そこ

に関わった広島YMC A のメンバー、 ワイズメンの思いを語ろうと準備を

始めました。UAEからは歌のリクエス トもあり 、ルーテル広島教会のマ リ

ア会でとった復活祭讃美歌の動画を送りました。歌詞がとてもいいので。

メッセージでは「私たちは『平和を保つ』といいます。いま平和はありま

すか。それを保てますか。持ち続けることが出来ますか。希望が見いだせますか。広島 ・長崎が皆さんに語

り掛ける平和は、あるものでも、保つものでも、持ち続けるものでもありません。広島 ・長崎が語り掻ける

平和は「創造する」ものです。イエスが「平和を創り出す者は幸いであるJと言われたように。私たちワイ

ズメンは平和を創造していかねばなりません。いまこの瞬間から、絶えず、毎日 、毎時間、毎秒、平和を創

造します。二度と戦争と暴力の罪を繰り返すことなく平和を創造していくことが使命ですJと原爆 ドームを

背にして語りました。

実際の動画は https: / /www.youtube.com/watch? v二9Ix7_K5tyg にあります。声が小さいですが、字

幕スーパー付きになっています。よろ しければご覧ください。
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常置委員会委員長紹介

JWF管理委員会

委員長

少年時代から名古屋YMCAに育てて

いただいた者として YMCAへの奉仕

を目的に入会しました。国際大会、地

域大会、区大会、部会などを通じ、同

じ志の諸氏と知り合えたのが私の宝物

です。今年の夏も早速、名古屋YMC

A日和田キャンプ場でキ ッチンスタッ

フとして延べ 7泊し、子ども達と一緒

にキャンプを楽しみました。若返りの

秘訣です!

川本龍資事日'，' ロロ- ， れ題味|ギターを弾くこと(キャンプ

Ryusi KAWAMOTO /刀の会を名古屋川IICAで結成し

(名古屋クラブ) ています)0 ・60-70年代のアメリカ

ンロックを演ること、聴くこと。

|好きな言葉・座右の銘 |雨はいつか

上がるもの、雲はいつか消えるもの、くよくよしないで歩く

のさ上・ね!おじいちゃんになっても、ね!おばあちゃん

になっても、ずっとずっと一緒にあったかーくつきあってた

いね・ね・ね上

|委員会紹介 |今年度より田上理事はじめ、 7名全員が新たな

顔ぶれとなりました。基金を管理(役員会で 2/3以上の賛成

を以て可決された JWF支出案件を審議し、委員の 2/3以上

の賛成で支出可能)する事、基金残高の増加を目指し献金を

推進する事、を全うするため、目下全員で勉強中です。周年

を迎えられるクラブにおかれましては、 JWFへの献金を周

年事業の 1つに加えていただければ幸いです。

ワイズ
リーダーシップ

開発委員会
委員長

鵜 丹谷剛

先輩からのお誘いでなんとなくの入会

でした。数年間は仕事忙しさもあり幽

霊メンバーでしたが、会長経験を機に

ワイズを知り、多くの方との出会いが

ありました。役回りで大変な事も増え

ますが仕事以外での有意義な経験で

す。大人の友達と楽しみながら自己研

鑓 しています。

直困食べ歩き、旅行

|好きな言葉・座右の銘 | 特別にこ

れといってありませんが、あえていえ

ば 『臨機応変』でしょうか・.(座右

の銘・・的ではないかもですが(笑)) 

Tsuyoshi UNIYA 委員会紹介 |ワイズリーダーシップ

開発 (LD)委員会は、研修会の企画・

運営が中心活動の委員会です。色々役

回りなど大変な事も多いですが、西日

本区各部から集った若いメンバーを中

心に協力しながら楽しく活動しています。西日本区の多くの

方と出会える有意義な委員会ですので、是非若いワイズメン

バーはご参加ください。

(神戸クラブ)
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|委員会紹介|奈良博賞は、日本

のワイズメンズクラブ創始者で

ある故奈良博氏を記念して、

1982年に創設された栄誉ある個

人賞です。資格審査委員会の議

を経て選ばれ、西日本区大会に

おいて表彰されます。本委員会

は理事および日本区または西日

本区理事経験者 6名で構成され、

西日本区理事が委員長を務めま

す。(対象はワイズメンズクラブ

および YMCAでの働きが顕著で

Tadashi TANOUE あり ワイズメンズクラブの会

(熊本むさしクラブ) 員歴が 30年以上、満 70歳以上

の会員で、表彰は毎年 1名を原

則とします。)

*自己紹介などは理事通信7月号をお読み下さい

私にとってワイズの最大の魅力は、何

と言っても多くの人々との出会いとい

えるでしょう。その交流の楽しさを拡

げる一つの方法が、他クラブ訪問・部

会・区大会・エリア大会・世界大会を

始めとする各種行事への積極的な参加。

そしてクラブ・部・区・地域での役員

を引き受ける事では無いかと思ってい

広報・情報委員会ます。そんな思いで 45年余を楽しまさ

委員長 せて頂きました。

槻ニ一 軍国旅行木工他
イ昌一 一番の趣味は「ワイズJ? 

Shinji Ohtsuki 好きな言葉・座右の銘|

「あるがまま」
(京都センチュリークラブ)

|委員会紹介 |

委員会メンバー

区 Facebook 区 Youtube

固窓生回

国自陣
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常置委員会委員長紹介

財務委員会

委員長

|委員会紹介|財務委員会は、前期会

計・当期会計・翌期会計で組織されて

いて、毎月の会計監査で、取引や領収

書・入金チェックをします。

財産状態のチェックで、現金残・銀

行残を現物と照合します。半期で、中

間報告、 1年間で、決算報告、承認を

もらいます。

大崎隆義

西日本区事務所・財務監査との連携

などワイズメンズ国際協会西日本区

を、財務面からどのように支援してい

くか。先達の人との協力しながらやっ

ていきます。
(熊本むさしクラブ)

*自己紹介などは理事通信7月号をお読み下さい

私にとってのワイズの魅力は、次々

と新しい出会いがあることです。自

分が望めば常に新鮮な出会い、 驚き、

感動があります。時には悲しい別れ

もあります。会長、主査、部長、主

任、理事など役を重ねるたびに世界

につながっていく 。なんと奥行きの

深いことでしょう 。英語ができれば

組織検討・安全対策世界中のワイズに出会うことができ

る。英語の本ばかり増えました。
委員会 日訂

|趣味|家内のリクエス卜の料理を作

委員長 ること評価はボーノ!の時も

~~ ‘ー 1 マシソ!の時も、あかんねの時も!、=士ユ::::r:t- 、三乙t云=

ヌ丞H泰ユ旦見好きな言葉・座右の銘|

Michihiro ENDO 継続は力なり

(大阪泉北クラブ)
|委員会紹介|名称にある事柄につい

て活動しなければいけないのですが

各種諸規定は作成時の趣旨まで掘り

下げて考えなくてはなりません。とてもむつかしい部門だな

と思います。組織的なことを検討するには、財政と切り離す

ことはできません。このような難問を抱えています。

* HANDBOOK & MEMBERSHIP ROSTER 
2022 ""'-' 2023 西日本区口ースター正誤表

ページ 項目 i呉 正

組織4食言す・
森田 茂美 森田茂実

31 安全対策
委員会

(京都 トップス) 一→ (京都 トップス)

会計 書記

33 京都部役員 八木悠祐 → 八木悠祐
(京都キャピタル) (京都キャピタル)

*ロースターにi呉りがございました。

お詫びして訂正いたします。

区報編集委員会

委員長

三浦克文
Yoshifumi MIURA 

(岡山クラブ)

私にとってワイズは生涯学習の場です。

東西を問わず多くの先達からワイズ・ Y

MCAについて何が大切かをご教示い

ただいてきました。ワイズにはあらゆ

る立場の人が仲間として入会されてお

られ、地域やクラブによってワイズに

対する活動や考え方が異なる場合があ

りますが、どの方からも「なるほど」と

思えることがあります。多くの学びを

与えられています。親友も ワイズ仲間

です。感謝。

軍国海釣り、美術鑑賞、

卜レッキング?

|好きな言葉・座右の銘|誠意、仲間、

「何ごとにも感謝でありたいJ

|委員会紹介|委員:三浦克文(岡山)、森本栄三(大阪)、伊藤

文訓(長浜)、上村員智子(熊本ジェーンズ)、大崎隆義(熊本

むさし)、佐藤通彦(熊本にし)。

区報編集委員会は原則として、当該期の理事スタッフと数名

の委員によって構成されています。活動内容は西日本区活動

記録を残すことを主として年 3回発行する区報の編集をして

います。初めに編集内容について、委員以外のワイズにも参

加していただき、委員会を開催し、理事のご意見も含めて、西

日本区の現状やビジョンについて熱意をもって話し合われ、区

報に反映されます。後は原稿依頼と原稿チ ェックと校正です

が、校正の時間に余裕がないのが悩みです。

クリスチャニティー

委員会

委員長

福永君二
Kunji FUKUNAGA 

(米子クラブ)

広島YMCAのスタッフとして YMCA米

子医療福祉専門学校の立ち上げと運営

に 10年聞かかわり、 2006年 12月に広

島 YMCAを退職し家族の待つ米子に帰

り、 2007年 4月から地元のキリスト教

系の幼稚園で副園長・園長を務めると

共に、米子クラブに復帰しました。以

来、瀬戸山陰部部長 3回・各事業主査・

クラブ会長を含め次期会長・主査研修

会は皆出席です。

直困スキー、合唱、車の運転(大型

2種免許所持、大型レントゲン車の運

転が現在の仕事です。)

|好きな言葉・座右の銘|いつも喜んで

いなさい。絶えず祈りなさい。どんな

ことにも感謝しなさい。

(テサ口ニケ- 5: 16悶 18)

|委員会紹介 |クリスチヤニティー委員会は、ワイズメンズ活

動のパックボーンである愛と奉仕の精神を理解していただく

ための「キリス ト教理解」を勧める活動を行っています。

クリスチャンとしてはまだ駆け出しですが、初代クリスチャ

ンとして、委員皆様と共にキリス 卜教のことを知っていただ

く活動を進めていきたいと思います。

@ 



常置委員紹介

20歳の頃、熊本YMCAで野外リー

ダー活動。 1993年ワイズ入会。 2001

年六甲での研修会で「元気のあるク

ラブ」としてジェーンズ会長の私と

京都TOBEクラブ古田裕和会長の二

人が発表。その後、京都 TOBEクラ

ブと DBC締結。それ以来、今日ま

でとても良い関係を保っています

メネット委員会 (とっても楽しいです)。
2008 ~ 2009年、第 12代西日本区

代 表
理事を務めさせていただきました。

吉本典子 その後、ワイズで出会った吉本貞一
郎さんと結婚。多くの方との出逢い

Noriko YOSHIMOTO 
がありました。ワイズや YMCAは

(熊本ジェーンズクラブ

私の人生を輝かせてくれました。

画E 海が大好きです。ヨットから始まり、今は船で料理を

作り、みんなでお酒を飲むのが楽しみです。観葉植物を部屋

の中で育てています。まるでジャングルですが癒されます。

|好きな言葉・座右の銘|勇気と優しさ

|委員会紹介|メネット事業主任からメネット委員会に移行い

たしました。詳しくは理事通信7月号をご覧ください。

メネット委員会報告

メネット委員会代表 吉本典子
(熊本ジェーンズクラブ)

今年は特に残暑が厳しいようでしたが、 9月には秋風の爽やかな風が吹くことを願っ

ています。

各地で豪雨災害が発生しており、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

もうすでにワイズメン・メネッ卜の皆様が現地でボランティア活動をされていらっ

しゃる事と思います。

皆様のご奉仕に感謝申し上げます。

六甲部メネット代表、大野智恵ワイズ(神戸ポー卜)からの報告が届きました。

【この度、広島クラブメネット会様より六甲部のべルマーク活動にベルマーク寄贈の連絡がありまし

た。今までにも、広島クラブをはじめ関心を持ってくださった方が部を超えて協力してくださり、繋

がりをもって活動できますことを嬉しく思っておりました。

六甲部では、 2016年から 2020年の 5年間は被災地復興支援として行いました。コロナの影響を考

えて、 2021年からは、神戸 YMCA支援(学生)としております。神戸ポー卜支援先の WAPの研修生

さんがベルマークの集計を担当してくださいますので、点数の報告が可能になっております。メネッ

卜活動として、これからも YMCAをサポー卜できることを継続的に行っていけたらと考えております。

クラブで集められたベルマークは、そのまま被災地の学校支援としてベルマーク財団に送る(寄贈)

という方法があります。煩雑な点数の集計をせずとも被災地支援及びワイズメンズクラブの広報にも

なります。六甲部も、ベルマーク財団の HPの協力者欄に「ワイズメンズクラブ西日本区六甲部Jと

して掲載されました。】

以前からベルマークを集めていらっしゃるクラブもありました。

とても良い活動なので各クラブでベルマーク運動にご協力いただければ幸いです。

ベルマーク寄贈先:詳しくは公益財団法人べルマーク教育助成財団の

HPをご覧ください

子血
(本

州

帯

吉

M
携

先絡連
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前期半年報
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2022年前期半年報を考える!

西日本区EMC事業主任 塚本勝己

前期半年報が届きました。西日本区メンバ-数は1，297人となっており、残念ながら、今回1，300人に

は届きませんでした。

しかし、 7月度から各クラブで積極的な EMC活動が行われており、私は7月、 8月計 5回の入会式に

参加させて頂いております。新入会員には30代、 40代の方が目立ち、これからのクラ ブ運営に期待が

持てると共に、私たち既存メンバーがしっかりと導いて行く努力が必要と思っております。

九州部、阪和部、中西部、京都部では EMCシンポジウムが開催され、熱心な討議の様子からメン

バ-獲得の本気度がうかがえます。まだ EMCシンポジウムを開催していない部の方は是非開催して頂

き、メンバ-増強を考える時間としましょう!

ワイズメンズクラブはみんなの宝物です。ワイズを衰退させることなく、ワイズバトンを未来に渡さ

ないといけません。ここでバトンを落とさぬように、新しいメンバーにワイズの素晴らしさを伝えてい

くには、出来ない理由を考えるより、まず出来る事を考える!実行すること!

特に今月は、 EI\~C月間。皆様のクラブ内で、未来に繋ぐ EI\~C について考え、何らかの行動を起こし

て頂けたら嬉しいです。

噌新入会員のご紹介1(2022年7月、8月) 8月 20固現輩

入金日 民名 クラブ名 部省

7月 51日 島田真一 大阪サウス 阪和部

7月13日 西村太希 京都トップス 京都都

7月14日 指宿正太 京都ゼロ 京都部

7月14日 戸田耕介 福岡中央 九州都

7月116，日 新内 博 之 鹿児島 九州部

7月23日 井口準 京都ウィング 京都部

7月27日 石原正也 京都パレス 京都部

7'月27日 幸国兵構 神戸ポート 六甲部

8月 1日 川崎事大 京都ウエスト 京都部

8月 1日 佐.ゆ曲、り 京都トゥーピー 京都郡

hご入会おめでとうございます h
@ 



(仮)京都ブラックワイズメンズクラブ設立総会開催!

京都ブラックワイズメンズクラブ(仮称)の設立総会と懇親会が 8月 18日(木)午後 6時から約 90名の

ワイズメンが参加して、フォーチュンガーデン京都で開催されました。

京都 トゥーピークラブ 25周年記念事業のーっとして企画され、実現した新クラブ誕生です。新クラブへ移

籍した 2名と 13名の若い新人会員で構成された新クラブ。一番若い会員は、なんと 24歳。 どんなワイズ活

動がこれから生まれるのか、ワクワクします。

では、京都ブラッククラブ書記 ・安井基晃ワイズ、京都トゥーピークラブ会長 ・新谷嘉啓ワイズ、設立準

備委員長 ・古田裕和ワイズトから届いた挨拶文をご紹介いたします。

********************************************* 

く〉京都ブラッククラブ書記安井基晃

8月 18日(木)にフォーチュンガーデン京都で設立総会が開

催されました。

案内が遅くなってしまいましたので参加者が、どうなるかと心

配しましたが、 85名も参加して頂き(仮)ブラックラブメンバー

全員が感謝しています。現在 15名ですが、ほとんどのメンバー

が総会など経験したことのないメンバー。ただでさえ緊張してい

るのに、たくさんのオブザーバーが参加され、メンバー全員緊張

のなか総会が開催されました。当日までクラブ名を聞いて色々質問などありました。今回の総会でクラブ

モット一、クラブ名を発表させて頂き、ブラッククラブとつけた意味を説明させていただくと、参加者の皆

様にはご理解し¥ただけたと，思っています。

大 MottorLead To BlackJ 

地球にはいろいろな色で溢れています。

人聞にも個性といういろいろな色があります。

そして、色というのはすべて混ぜると深く力強い黒に変わります。

京都ブラッククラブは、

いろいろな人の色とし吟個性が集まることで

何事にもブレることのない活動を可能とする

力強いクラブを目指します。

祝辞でたくさんのメンバーが集まらないと力強い黒にならないので、もっとメンバーを増やして力強い黒

になるよう頑張ってくださいという言葉を頂いて、メンバー増強し出来るだけたくさんのメンバーで 11月

19日(土)のチャーターナイトを迎えたいと考えています。

まだコロナ感染が収まらない状況のなか、設立総会例会に参加して頂いた田上西日本区理事はじめ

日本区役員の皆さま、京都部の皆さま、設立総会を準備して頂いた新谷会長始めトゥーピークラブの皆さま、

古田設立準備委員長、本当にありがとうございました。

。



く〉京都 TOBEワイズメンズクラブ 27期会長 新谷嘉啓

2022年 8月 18日、沢山のワイズメンに見守られ、京都ブラッククラブが産声を

あげました。

13色の初々しいメンバーが、これからの未来に想いを馳せながら、力強し、メッセー

ジを聞かせてくれました。我々 TOBEクラブも、より 一層頑張らねばと気合が入り

ます。

ご来賓の皆様から暖かいご祝辞を頂きましたが、やはり

クラブ名に興味がおありのようで、ブラックの意味を様々

な解釈でお話しくださいました。面白かったなあ。懇親会

では、楽しい雰囲気の中会話も弾み、あっという聞の 2時

間でした。

これからチャーターナイ トに向けてすべき事は多くありますが、沢山の方々にお越し頂き、楽しんで頂け

ますよう準備して参ります。皆様のご出席を心からお待ち致しております。

********************************************* 
設立準備委員長 古 田 裕 和

8月 18日(木)、京都トゥービーワイズメンズクラブから生まれた京都ブラックワイズメンズクラブ(仮

称)の設立総会がフォーチュンガーデン京都において開催されました。当日はコロナ禍でもあり、また平日

にもかかわらず大変多くのワイズメンに参加していただき新クラブにとって素晴らしい門出となりました。

京都ブラックワイズメンズクラブは京都トゥービーワイ ズメンズクラブの設立 25周年記念事業の一環と

してエクステンションを行いたいというキーメ ンバーの思いでスタートしました。またキーメンバーが長年

トゥーピークラブ、で、培ってきたエネルギーを自分たちのより理想に近い形のクラブの設立に注いでいきたい

という強い思し 1からのスタートでもありました。その後模擬例会を何度も重ね設立総会を無事迎えることが

できたのです。

現在メンバーは 15名ですが、 11月 19日 (土)のチャーターナイトまでには 20名の体制を作ることを目

標にブラッククラブのメンバー全員が頑張っています。

まだまだ成長していくであろう京都ブラックワイズメンズクラブを今後ともよろしくお願い致します。

大京都ブ、ラックワイズメンズクラブ

チャーターナイトのご案内

・日時:2022年 11月 19日(土)

受付 17時 30分

開会 18時 00分

-会 場 :ANAクラウンプラザ、ホテル京都

.登録料 :12， 000円

@ 



各部便り

-2霊盟国・・
可

第 1回評議会

7月 30日(土)に大阪 YMCA会館で、中西部第

1回評議会が開催されました。

新型コロナウイルス感染症の第 7波がやってきた

こともあり、Zoomとの併用した開催になりました。

3人の方が Zoomでの参加でした。

中西部は今期、“楽しい!"と“コミュニケー

ション"をキーワードとしてやっていきます。皆さ

んが良く理解して頂いているおかげで、活発な議論

が出来ました。中西部が主催する 10月8日(土)

開催予定の中西部部会、大阪クラブ主催の毎月末開

催の『フレイル予防とクリーン (Week4Waste)運

動』を中西部が共催する件、センテニアルクラブが

主催する 10月 1日(土)開催の「隠れキリシタン

遺跡巡りハイキング」を中西部が後援する件、中西

-E雇匝E誼圏、 第 1回評議会

7月 18日(祝)、 10: 00 '"'-' 11 : 30、 ZOOM開

催しました。 三宅敬書記の司会で、橋崎部長の開

会点鐘で始まりました。

マタイによる福音書 7章 7節「求めなさい。そう

すれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出

します。たたきなさい。そうすれば聞かれます」を

朗読。議事に入りました。

第 1号議案 2021-22年度活動報告

第2号議案 2021-22年度会計、監査報告

第3号議案 2022-23年度活動方針・計画

第4号議案 2022-23年度会計予算

第 5号議案次期部長選任

第6号議案構成員について

以上、すべて承認されました。

部長福島員一

部が主催する『中西部 YYYフォーラム開催』を 2023

年 4月 22日(土)に開催する件、中西部 EMCシン

ポジウム事業実施報告の件、等が議決されました。

協議事項として、ワイズ 100周年記念事業として

記念植樹を行いそのための委員会の設置を、 EMC

活動に利用するための rSI¥ISを始めるためのセミ

ナ-開催」の件が協

議されました。

なかのしまクラブ

の吉田由美ワイズか

ら工ルマーク口一賞

受賞を記念して、中

西部に感謝献金があ

りました。感謝献金に感謝です。

中西部だよりを作成することにより、

中西部の評議会の開催が各部に比べて

遅いことが分かりました。 6月の準備

評議会を開催しているからだと思いま

すが、常識だと思っていることが必ず

しも全体での常識ではないと改めて認

識しました。

部長橋崎恵子

各クラブ活動方針・計画(クラブ状況・ EMC事

業計画をふまえて) を各クラブ会長から発表して

いただき、部会についてアピールしました。

監事講評を福永君二直前部長にお願いし、 YMCA

の歌(音楽)で閉会しました。

@ 



クラブの活動紹介

[米子クラブ ¥ 

米子クラブは、 7月26日、断酒会に野口メンと

乗本メンが傾聴参加しました。通常は、約 20名余

りの会員が参加されますが、この度は、コロナの

影響もあり 10名の参加で開催されました。

一人ずつの持ち時間にゆとりがあったため、そ

れぞれが壮絶な体験の中必死に生きてこられた体

験を言葉を尽くして語られる姿に、アルコール依

存から必死の思いで立ち直ろうとする思いを感じ

ることができたと共に、家族や仲間の存在がアル

コールから離れる 1日1日を支えていることを実

キャビネット便り

感することができました。

断酒会への傾聴訪問は、乗本業文メンの父親で

故乗本吉郎メンの提唱で始まった活動で、断酒会

会員以外の人が参加することで、会員が断酒への

誓いを新たにすることができる活動として受け入

れられており、現在も年 2回の訪問を続けていま

す。残念ながら、会員の個人が特定されるため、会

場の写真はありません。

米子クラブ会長 福永君二

大2023年6月10日開催の第 26回西日本区大会まであと

*今回は元理事懇談会、メネットアワーの予定会場
O 

西日本区大会で 熊本YMCA本館をご紹介します。

2021年 5月に竣工し、熊本YMCA学院 専門学校・日本語学校、放課後等デイサービス、ランゲージス

クール(大人、子ども)、会員サービス、本部事務局が活動しています。

専門学校では、医療秘書科、ホテル観光科、建築科、子ども保育科、健康スポーツ科、グローバルコミュ二

ケーション科、社会福祉学科通信制、精神保健福祉学科通信制に多くの学生が在籍し、学びを深めています。

日本語学校では、 10ヵ国から

60名の留学生が日本語を熱心に

習得中です。

ランゲージスクールでは、英

語、中国語、韓国語、 ドイツ語、

スペイン語、フランス語を老若

男女の方々が楽しく学習中です。

そして、ワイズメンズクラブ

活動、会員サービス、熊本YMCA

本部事務局の場であり、また、災

害時の避難場所として、熊本市

民に頼りにされる存在となって

います。
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。今月l接、熊本ぬ美味しい菰 をご紹介し歩す

超お勧め 1 く参事とぬ菰

~熊本にleI=くおいしい>轟 があり手す~

古来より「火の国Jと呼ばれてきたくまもとでは、豊かな自然と

その地形や気候を活かして、たくさんの農林水産物が生産されてい

ます。

真っ赤なトマトやすいかに、阿蘇のあか牛、新鮮な赤いマダイや

クルマ工ビ...など。

くまもとの農林水産物は、まさに火の国くまもとの“赤"をまとった大自然の美昧たちです。

熊本県では、そんなくまもとの大自然の豊かな昧わいを「くまもとの赤」ブランドとして、全国へ発信し

ています。

l rくまもとの赤」ブランドの農林水産物

熊本県で生産され、“赤"をイメージさせる農林水産物として・・・真っ赤なトマトや阿蘇のあか牛、新

鮮な赤いマダイを代表に、他にもすいか、いちご、赤なす、馬肉、天草大王(赤鶏)、クルマ工ビ、マダコ

などなど、くまもとには「おいしいJ赤がたくさんあります!

女トマト

生産量日本一を誇るくまもとのトマト!一年を通して美味しいトマトが

出荷されています。

女あか牛

余分な脂肪の少ないヘルシーな牛肉!赤身肉は柔らかく、しっかりとした

昧わいが「あります。

女マダイ

「くまもとの四季のさかな」の代表マダイo 特に春は身に指がのって、美昧

しくなります。

く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉く〉

「ワイズ会員投稿コーナ一」を開設します

この度、皆様からの投稿を掲載し、交流を深めることを願って、

「フイズ会員コ ナ 」を開設します。

文章、写真、俳句など…投稿をお待ちしています!

締切日は各月 20日です。

区書記・上村真智子宛|こメールにて

お送リください。
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