
皆さんこんにちは、事業通信第４号の発行です。 

後期に突入し、各部・各クラブの皆さんもますます今期の事業 

 活動を楽しみ・励んでいらっしゃることと思います。 

前号の予告で、第４号は前期活動総集編とお伝えいたしましたが 

６月 10・11日の第 26回西日本区大会の主任活動発表でご報告 

いたします。第４号も旬な話題でお楽しみいただければ幸いです。 

小田・清水・田上理事・伊藤・塚本  

＊Ｙサ・ユース事業    清水 淳＜とやまクラブ＞  

 

各部・クラブからキャンプ場でのイベントやワーク、チャリティラン、国際協力募金などＹＭＣＡ・ユー

スとつながる活動の報告書をいただいております。 

今回は六甲部の「絵本プロジェクト」について報告します。 

六甲部メネット会では「子どもたちの豊かな心の成長に寄与する」ことを目的に神戸ＹＭＣＡに関係す

る保育園・幼稚園等の施設に図書カードを送ることとし、2023年１月 28日（土）に神戸ＹＭＣＡで贈呈式

が行われました。 

当日は神戸市教育委員会学校図書担当である横山真子さんに「絵本が育むこと」について講話もしてい

ただきました。 

 プロジェクトの内容は次の通りです      

① ＹＭＣＡにつながる 23の施設に絵本を贈る 

② 各施設に 5,000円の図書券を贈り希望絵本を選んで購入してもらう 

③ 購入絵本に『贈呈ワイズメンズクラブ六甲部』のラベルを貼った 

記録の写真撮影を依頼する 

④ 各施設で購入絵本のリスト作成を依頼する 
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＊地域奉仕・環境事業    伊藤 文訓＜長浜クラブ＞ 

 

 

 皆さん、２０２３年も２月を迎えました。２月はＴＯＦ（Time of Fast）ＦＦ（Family Fast）の強調月

間です。【ＴＯＦ】（Time of Fast：断食の時）はクラブ例会で少なくとも１食分の食 

事を抜きその金額相当分を献金し、国際協会に送金。献金は世界中のＹＭＣＡや 

ワイズメンズクラブから募集して国際協会が選定する、発展途上国を主たる対象 

とする SDGｓに関連するプロジェクトに用いられます。【ＦＦ】（Family Fast）は 

ＴＯＦ献金を家庭内や知人・友人に呼びかけて行うもので、日本のワイズ独自の 

プログラムです。西日本区では、地域奉仕・環境事業資金のひとつとして、支援を必

要とする子どもたちの健全育成に資する事業に活用いたしますので、皆さんのクラブや 

ＹＭＣＡから申請いただくことで審議の上支援することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後期は地域社会の貢献活動をより一層推進していくために、「CS・FF 支援金」をより積極的に活用いただ

くことを、ご提案したいと思います。 

そこで、現在までに「CS・FF支援金」の申請で取り組んでいただいた事例を一部ご紹介いたします。 

 

11月 13日（日）  瀬戸山陰部・米子クラブ 

「シングルママ・シングルパパのためのひとり親家庭支援事業」 

 

ひとり親家庭のパパ・ママが日頃から抱える不安や悩みを行政（鳥取県母子

寡婦福祉連合会など）と連携し、ワイズメンズクラブが協同で相談会を実施。 

相談はパパ・ママが対象だが、相談会の間、子どもさんとのふれあいの場を 

ワイズメンが提供しお菓子釣りや幼稚園園庭での子ども遊びなどを一緒に行

うというプログラムが開催されました。 

当日は、あいにくの雨天の影響で、参加者数に不安を覚えながらの開催でし

が、DV被害者支援施設運営者１名を含め、12家庭（子ども 12名）の参加でし

た。運営側は、米子ワイズメンズクラブメンバー6名，福祉連合会ひとり親相

談センター相談員 2名，心理療法士 1名，ハンドセラピスト 1名，高校教員 1

名，コーヒーシェフ 1名，着ぐるみうさぎちゃん 1名，県議会議員 2名，来客 2名，DV 被害者への取材で

BSS（山陰放送）記者 1名の参加でした 

                    -２- 



 

 

 

 

 

 

 

 

          ＜相談会風景＞            

            

 10月 29日（土）～30日（土） 瀬戸山陰部・岡山クラブ 

「西日本豪雨被災児童リフレッシュキャンプ」 

 

倉敷市真備地区、岡山市平島地区などの豪雨被災をうけた児童の育ちを止めないために、リフレッシ

ュキャンプを開催、費用負担を確保するために、チャリテイーコンサートを合わせて開催し、地域への

子どもたち支援を拡く呼びかけられました 

 29日(土)には岡山クラブから正野隆士ワイズと三浦克文ワイズが参加されました 

子ども達より先に現地に到着し、待っていると真備と平島の２地域からの貸し切りバスから、リーダー

たちとともに元気な子どもたちが続々到着。子どもたちの歓声と目の輝きに圧倒され、元気をもらわれ

ました。少し落ち着いて、広場に集まり自己紹介とゲーム。リーダーにはそれぞれリーダー名がありま

すが、三浦ワイズと正野ワイズは合わせて 162歳ということで名前は 162と付けられました。 

  ゲームや交流の時、子どもたちがリーダーの指示には、活き活きと素直に従っていることを目にした 

時リーダーたちがそれぞれに連携し・努力し子どもたちへの愛情を注いでいる姿を見て YMCAの素晴ら 

しさを改めて知ることができたとのことです。 
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１月９日（祝）  瀬戸山陰部・米子クラブ 

「米子クラブ設立 25周年記念植樹」✙「ワイズメンズクラブ国際協会 100 周年を迎えて」 

 

米子ワイズメンズクラブ創立 25 周年・ワイズメンズクラブ国際協会創立 100 周年を記念して、YMCA 米

子医療福祉専門学校に隣接し、日ごろ中海清掃の活動場所である錦海団地の中海親水護岸の遊歩道花壇に

記念植樹を行い米子市に寄贈されました。この記念植樹は、単なる植樹ではなく、YMCA 米子医療福祉専門

学校と米子ワイズメンズクラブが米子の地に果たしてきた貢献の象徴として、地域の方々にその歩みを知

らせると同時に米子クラブにとっても末永く奉仕を続ける決意の表れと

して、大きな意味があるようです 

 ＜寄贈プレート＞ 

 

 

１月 28 日（土）  中西部合同 

「100周年記念・中西部記念植樹」 

         ✙  「大阪土佐堀クラブ 70 周年・大阪西クラブ 35周年記念植樹」 

 

 大阪市西区の長堀通中央緑地帯において、ワイズ 100周年を記念して「中西部の記念植樹」ならびに 

「大阪土佐堀クラブ（川岸会長）75周年・大阪西クラブ（柿島会長）35周年記念事業の一環」として、２

本のサルスベリの木を植樹しました。このサルスベリの選定については“大阪市公園事務所”と協議をし、

毎年深紅やピンクの花が咲く「百日紅」とも言われ、耐久性にも優れているとの理由で決められたもので

す。今後 100 年以上この地に根付き、我々中西部の更なる 100 年を見守り、大阪市民の心を和ませる最適

な樹木としてセレクトされました。またこのサルスベリの調達手配については、つい先日、１年弱にも及

ぶ闘病生活の末、天に召された、故森本栄三ワイズ（第 10代西日本区理事で造園業）の長男：祐紀夫氏（森

本グリーンサービス代表）が尽力されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        -4- 



＊Ｅ Ｍ Ｃ 事 業  塚本 勝己＜京都ウエストクラブ＞ 

皆様明けましておめでとうございます。と言う時期はもう過ぎてしまっていますね。 

第４弾のＥＭＣ事業通信です 

主任も「部会が終われば暇になるよ」と一体誰が言ったのでしょうか？ 

更に楽しい時間を過ごさせて頂いております。 

今回もお伝えしたい全ては、掲載できませんが事業報告を楽しんでください！ 

まずは 11月 26･27日の「次期役員研修会」。ホテルクライトン新大阪で開催

されました、私もあれから 1年が経つとは早いものです、 

次期主任の皆さん次年度のワイズを力強く牽引して下さい 

                

        ＜次期業主任の皆さん＞ ⇒ 

 

京都部 4クラブ合同例会（入会式） 

11 月 29 日（火）に京都部で 4 クラブ合同例会が行われ、京都エイブル

クラブさんが２名の入会式を行われました。 

←＜入会式＞ 

 

 

 

 

 

１２月 3日（土）びわこ部ＥＭＣシンポジウムに 

参加しました。 

会場は彦根勤労福祉会館、びわこ部の皆様ご苦労様でした。 

                  ＜集合写真＞ ⇒ 

 

  

 

12月６日（火）大阪サウスクラブの入会式に参加しました！ 

 

 

いつものように大阪サウスクラ

ブの皆様、 

ありがとうございます！ 

 

←＜集合写真＞ 

 

 

 

 

 

 

-５- 



1月 10日（火）京都ウエストクラブ、洛中クラブ合同新年例会 

この日は、我が京都ウエストクラブに一人入会。そして台湾から来日中のシェン・チ・ミンアジア大平洋地

域会長が例会訪問され、３月台湾で開催されるワイズ 100周年記念大会のアピールを行われました。 

アジア大平洋地域会長、澤田会長、田上理事        合同新年例会集合写真 

 

 

1月 11日（水）九州部 5クラブ合同新年例会に 

参加させて頂きました！ 

九州部の皆様いつもありがとうございます！ 

熊本五福クラブ２名の入会式です！ 

入会おめでとうございます！ 

 

 

 

続いては 1月 19日（木）長浜クラブで 3 名同時の入会式！ 

９月のプラスワン例会・そしてびわこ部ＥＭＣシンポジウム

の成果でしょうか？ 

好調な結果を出して頂きありがとうございます！ 

 

＜右 3名新入会者の方＞ 

 

       

1月 21日（土）西中国部のＥＭＣシ

ンポジウムに参加させて頂きまし

た。 

同時に一人入会です。 

おめでとうございます！ 

又、シンポジウムでは白熱した討論

が展開されました！ 

楽しかったです。 
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最後に 1月 28日（土）沖縄クラブのチャーターナイトが行われました、 

国際加盟承認状伝達式が粛々と執り行われ、クラブメンバーにチャーターバッジの装着が行われました。 

気候は少し寒かったのですが、沖縄クラブの皆さんの熱いおもてなしで、楽しいチャーターナイトになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田上 正理事     「正」繋がりです！      手登根 正会長 

 

 

 

まだまだ他にも参加させて頂いておりますが、 

今回の報告はこの辺で！ 

 

これからも入会者が増えそうです！ 

 

「新入会員増強応援団長」として皆様のクラブに 

お伺い致しますので、よろしくお願い致します！ 

 

それから、表彰対象は 3月末迄なので、入会式はお早めに！ 
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＊国際・交流事業   小田 哲也＜福岡中央クラブ＞ 

 

国際・交流事業主任の九州部、福岡中央クラブの小田哲也です。あっという間に 2月立春を迎えました。ま

だまだ、皆さんのかゆいところに手が届くところまで全然いっていない主任であります。国際・交流に関し

てわからないことがいろいろと出てきたら、まずは、各部の主査さんへ聞いてくださいね！そこで解決で

きないようでしたら小田が心を込めてお手伝いします！ 

 

【DBC・IBC・交流】 
私のところには各クラブさんから「DBCでこんな交流やったよ」というお話は聞きますが、なかなか報告書

があがってきません！！ 6月に開催される西日本区大会での国際・交流事業表彰の受賞には、報告書の提

出が必須になります。各クラブの担当の方、楽しい交流の後には報告書の作成、送付をお忘れなく！ 

 

小田が参加させていただいた交流会の一つに、「京都部国際・交流、ファンド事業懇談会」がありました。

京都部の国際・交流事業主査の小林郁佳主査が中心となり、1 月 20 日金曜日 With You にて開催されまし

た。各クラブの交流担当及びファンド担当の方が、それぞれのクラブの活動状況を誇らしげに語ってらっ

しゃいました。皆の前で発表し、切磋琢磨されている。これが京都部の元気の源だと感じました。Covid-19

が少しずつ収まりかけ、IBC交流もぼちぼち始まっていきそうです。無理なく楽しい交流でもりあがりまし

ょう！ 

 

 

 

 

小田もいろんなところで交流を楽しみました！小田が参加させていただいた京都トゥービークラブによる

沖縄クラブのチャーターナイトの写真を！！ 
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コロナでちょっと元気がなくなったこの世の中に、楽しい交流で笑顔を 

届けませんか？ワイズの醍醐味は交流！！いろんな交流が待っています！！ 

 

2023 年３月１０日～１２日 ワイズメンズクラブ創立 100 周年祝賀会（台北） 

2023 年６月１０日～１１日 第２６回西日本区大会（熊本） 

 

【STEP・iGo】 
昨年度から始まった iGo(Internship 4Grobal Outreach)、京都部の次期国際・交流事業主任である牧野

ワイズがまとめられたわかりやすい説明をホームページにて共有します。さらに、国際・交流事業の手引

き（IBC/DBC/STEP/iGo 編）が出来上がり、ホームページの資料庫からご覧になれます。ぜひご覧いただ

き、国際・交流事業に関しての理解を深めてください！ 

 

【BF・EF】 
BFは昨年度までの「Brotherhood Fund」から「Building Fellowship Fund」へ名称が変更されています。

内容はほぼ変わっていないので、引き続き、若者の海外派遣、メンバー同士の交流支援等のために献金を 

お願いします。 

EF(Endowment Fund)は、スイスフラン（CHF）での献金のため、為替レートの変動で、昨年度いろいろと

手間がかかりました。よって、皆さんにご案内がいっている通り、今年度より、国際の HPより各自、各

クラブでクレジットカードにより献金を行ってもらうことになりました。ご理解とご協力をお願いしま

す。詳しくは HPwww.ys-west.or.jp/html/EF_sokin.html をご覧ください！こちらも、国際・交流事業の手引

き（BF/EF編）が出来上がり、ホームページの資料庫からご覧になれます。ぜひご覧いただき国際・交流

事業に関しての理解を深めてください！ 

 

献金は 3月頭締切！ 送金忘れのないように！ ご協力をお願いします！ 
 
【国際・交流関係で小田のところに入ってきている情報は・・・】 

① 京都トップスクラブと大阪茨木クラブが第 3回東西日本区交流会で DBC締結 

② 千葉ウエストクラブ、東京西クラブ、京都ウエストクラブ、大阪西クラブ、神戸西クラブ、 

熊本にしクラブが第 3 回東西日本区交流会で「西連合ヘキサゴン」DBC締結 

③ 大阪クラブとアメリカトレドセントラルクラブがワイズメンズクラブ創立 100 周年 

祝賀会（3月台北）で IBD 締結予定 

④ 京都プリンスクラブと富士山部の伊東クラブが DBC締結に向けて進行中 

⑤ 北九州クラブとインドハイデラバードクラブが IBC締結に向けて準備中 

⑤  京都東稜クラブが北海道、東北エリアのクラブと DBC 締結を希望中 

みなさんのクラブはいかがですか？？？ 
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