
 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 西日本区国際・交流事業通信第一号	 2016年 12月 

	 	 	 	 	 	 	 	   Japan West Region IBC Service Director’s Report 	 December, 2016 
2016～2017年度	 国際・交流事業主任 森田美都子	  

                                        Japan West Region ASD   Mitsuko Morita 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 国際・交流事業半期を振り返って 
 
極みの美しき紅葉に映えた晩秋も去り行き今年も数週間を残すばかりとなりました。 
皆々様にとってこの半期は如何な印象を映しだすワイズ活動となったでしょうか。 
西日本区国際・交流事業 2016年度前半期を振り返ってみました。 

 
“Looking Back at the Past Half Term” 

The end of my first half term as Japan West Region IBC Service Director is fast 
approaching. I hope it has been a wonderful and memorable time for all Y’s men. Let us 
have a look back at the events that took place during this term. 
 
IBC/DBC 
	 	 	 	 	 酷暑の日本から負けじの激暑台北で熱き第７２回国際大会開催。 
京都キャピタルクラブ・台北アルファクラブ・東京クラブのトライアングル締結式実施。 
岩本西日本区理事と共に立会人として司式を確認。またロビーに掲載した IBC 候補クラブ
を募る“WANTED”への反響で泉北クラブと台北 A-LIST クラブがその場でお見合い成立。
来年東西交流会のステージで締結式を迎える運び。また高槻クラブと千葉クラブも東西交

流会でめでたく DBC締結式が執り行われることが決定。非常に喜ばしい成果です。 
そのほか只今募集中クラブの情報として 
京都ウイングクラブがＩＢＣを台湾のクラブを希望（できれば台北） 
TO-BEクラブがＩＢＣで台湾と、DBCとして沖縄のクラブと締結希望 
鹿児島クラブが台湾 or香港のクラブとＩＢＣ締結希望 etc, 
続々と色々な声があがりリサーチ全開中。皆様方のＩＢＣ／ＤＢＣフレンドから何か情報

があれば是非ご一報くださいね。 
   
 
 
 
 
 



 

IBC/DBC 
 
~  “72nd International Convention in TAIPEI”  Aug.4, 2016 ～ Aug.7, 2016 
~   IBC Triangle established between Kyoto Capital Club, Taipei Alpha Club and Tokyo 

Clubs. 
~  Osaka Senboku Club and Taipei A-List Club have established relations as 

prospective Brother Clubs. 
 
Seeking IBC Partnership 

 
Kyoto Wing Club requests IBC from Taiwan 

    Kyoto To-Be Club requests IBC from Taiwan, DBC from Okinawa.     

Kyushu Kagoshima Club requests IBC from Taiwan or Hong Kong. 

Please forward us any other requests or advice on this matter. 
 
 [各クラブ IBC・DBC交流報告] 
8月 5日	 	 名古屋南山クラブと台北ベータクラブと韓国カーインチョンクラブがトライ

アングルＩＢＣ交流	  
8月 6日	 	 大阪西クラブとパレスクラブと台中エバーグリーンがＩＢＣ交流 
	 	 	 	 	 	 京都パレスクラブとマニラダウンタウンクラブがＩＢＣ交流 
	 	 	 	 	 	 京都洛中クラブと大橋クラブがＩＢＣ交流 
8月 7日	 	 大阪土佐堀クラブと台北セントラルクラブがＩＢＣ交流（以上は台北にて）

10月 22日	 大阪土佐堀クラブが済州三多クラブと大田ハンパットクラブとＩＢＣ交流
（韓国にて） 

11月 19日	 京都パレスクラブと台中エバーグリーンクラブがＩＢＣ交流（京都） 
11月 20日	 大阪西クラブと台中エバーグリーンクラブがＩＢＣ交流	 	 （大阪） 
11月 21日	 和歌山クラブと台中エバーグリーンクラブがＩＢＣ交流	 	 （和歌山） 
 
BF/EF 
 
10月の強調月間を踏まえてまだまだこれからもご理解とご協力をお願いする姿勢続投です 
2017～2018 年度のＢＦデリゲート募集は 10 月末をもって締め切らせていただきました。
お問い合わせいただいたメンバーの皆様に感謝申し上げます。 
  



 

BF/EF 
We ask for your continued support toward the Brotherhood Fund and Endowment Fund. 
 
STEP 
2016 年 9 月 22 日、東日本区からＳＴＥＰ留学生エスベン・エネバルド・ランツガード君
を引き継ぎました。エスベン君は 10月 8日まで京都部・九州部・びわこ部のホストファミ
リーから西日本区の Y’s ファミリーの様々なもてなしを受け日本文化を深く体験するＳＴ
ＥＰ留学となりました。また我々にとっても遠いデンマークからきた 20歳のユースとの交
流で北欧 Y’sが身近に感じられる素晴らしいＳＴＥＰ事業となりました。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP      Sept.22, 2016 ～ Oct.8, 2016  

Esben Enevald Lundsgard from Denmark has been received by host families from Kyoto, 
Kyushyu, and Biwako of the West Region. Although his stay only consisted of a short 
period of 3 weeks, a deep and meaningful exchange has been enabled by the support of 
the host families and all members involved. Each one of us had been continuously 
amazed by Esben’s sociability, good-naturedness, and multi-talentedness. This STEP 
project certainly had been a global one which helped bring closer the Japanese youth 
members and Denmark, which had previously seemed like a long distance away. 
  



 

西日本区各部部会 
8月 28日	 中部部会・9月 3日	 中西部部会・9月 4日	 阪和部部会・9月 11日京都部部
会・10月 3日	 九州部部会・10月 8日	 びわこ部部会・10月 15日	 瀬戸山陰部部会 
10月 29日	 西中国部部会・11月 12日	 六甲部部会 
全ての部会に参加させていただきました。各部会が部長さんとの連携の元、一丸となってそ

れぞれの個性を発揮。かくも鮮烈に部会というステージで日々の Y’s 活動への想いを様々
な手法で演出できるものかと毎回飽きることなき素晴らしい感動を頂きました。 
 
Japan West Region District Meeting 
I am so grateful to have had the opportunity to attend all 9 district meetings. It was 
indeed a pleasure to experience and discover the excellence and uniqueness of each 
district. 
 
告知！「10年に一度の東西交流会」 
 
みなさん、登録準備はできましたか！！ 
各クラブ会長さんにはパンフレット配布済み、西日本区のホームページにも詳細告知あり。

日本ＹＭＣＡの主施設である新しくなった東山荘で是非、ぜひお会いしましょう、東西交流

をこの日で爆発させましょう、楽しみましょう。 
一度みたら忘れられない東山荘からの富士山の絶景を全身で仰いでください。額縁の絵の

ように迫りくる光景は神々しさに満ち溢れています。 
東と西のワイズメンが自然に抱かれて思いっきりワイズ談義に花咲かせましょう！次のチ

ャンスは 10年後になります。 
楽しい二日間になることは間違いありません。どうか各クラブの交流委員長さんもこの時

とばかりにビッグ交流の機会をアピールしてください。 
部長、クラブ会長皆々さまにお声掛けを宜しくお願い致します。 
 
East and West Regional Exchange 
Hope everyone is getting ready to register for the East and West Regional Exchange.  
Pamphlets have already been passed out to all club chairpersons. Details can also be 
found on the West Region HP. 
Let’s all meet at YMCA TOZANSO! This is a grand opportunity for The East and West 
to connect, exchange ideas and enhance fellowship. The next meeting won’t be held for 
another 10 years! We assure you that this event will be two days of great fun! 
 
 


