


第２２回西日本区大会　タイムスケジュール

チャリティーゴルフコンペ 8:00～16:30 京都ゴルフ倶楽部 上賀茂コース

前夜祭 Endo’ s Bar        19:00～21:00 ウェスティン都ホテル京都葵殿

西日本区役員会  　 9:20～10:20 京都市国際交流会館 1F 会議室 1・2

西日本区準備役員会 　 9:20～10:20 京都市国際交流会館 3F 会議室 3・4

西日本区代議員会 　10:30～12:00 京都市国際交流会館 1F イベントホール

元理事懇親会 　10:30～12:00 京都市国際交流会館 1F 会議室 1

連絡主事の集い 　10:30～12:00 京都市国際交流会館 1F 会議室 2

メネットアワー 　10:20～12:20 京都市国際交流会館 2F 特別会議室

西日本区大会 1日目   13:30～16:30 ロームシアター京都メインホール

懇親会              18:30～21:00 ウェスティン都ホテル京都瑞穂の間 
(17:00～18:30 ウェルカムドリンクをお出しします )

フェローシップアワー 21:00～23:00 ウェスティン都ホテル京都コスモスホール

ベンさんと走ろう !チャリティーラン 6:00～7:00

聖日礼拝 9:20～9:50     ロームシアター京都メインホール

西日本区大会 2日目    10:00～12:30 ロームシアター京都メインホール

2019年 6月21日（金）

2019年 6月22日（土）

2019年 6月23日（日）



祝辞

京都市長
門川大作

「大切なのは、行動にどれだけの愛をこめているかです」。
マザー・テレサはこんな言葉を残しています。

「ワイズメンズクラブ」の皆様は、まさにこの言葉のとおり、
数多くの奉仕活動の一つ一つに真心をこめて取り組んでこられたことでしょう。
そんな皆様が，西日本各地から一堂に会される本大会が、
ここ京都で盛大に開催されますことを、大変嬉しく思います。
貴い歩みを重ねてこられた遠藤通寛理事をはじめ、
会員の皆様に深く敬意を表します。

国際交流事業や災害被害地域への支援，子どもの貧困の解消に向けたお取組…。
皆様の温かいお志は，こうした多彩な奉仕活動を通じて、
支援を受けられる方々の心にしっかりと届いていることと存じます。
本大会を通じて、会員の皆様同士の絆が更に深まり、
貴い行動の輪が一層大きく広がりますよう念じています。

結びに，本大会の御成功とワイズメンズクラブのますますの御発展を心から祈念いたします。

感謝

日本ＹＭＣＡ同盟総主事　神﨑清一

第 22 回西日本区大会が厳かに、且つ盛大に開催されますこと、心よりお祝いを申し上げます共に、
またこの一年が、遠藤通寛西日本区理事をはじめ西日本区役員並びに各部、各クラブの役員の皆様、
そしてメンバーの皆様お一人おひとりの尊きご奉仕によって、進めてこられましたことに、
心より感謝をいたします。
また、主題に「未来に残すべきものを守り育てる」として掲げられ、西日本区の皆様が一致して
取り組まれ、実り多き豊かなものであられたことに敬意を表します。
そして、私たちの住む日本の社会のみならず、国際社会においても、
共に生きる社会をめざしながら弱くされたる人を創りだしてしまうことが依然として行われていますが、
本年度も子供の貧困と居場所づくり活動を継続して取り組んでこられました
更には、西日本地区で発生しました地震、大雨洪水などによる災害につきましても被災者支援の活動を
ＹＭＣＡとともに、お支えいただいた 1年でもありました。
「互いに認め合い高め合うポジティブネットのある豊かな社会を創りだす」ことをめざして、
「みつかる。つながる。よくなっていく。」をブランドスローガンに、平和な世界を創りだすこと、
若者の力や可能性を信じ、ＹＭＣＡと共に歩んでくださいましたことも、
私たちＹＭＣＡに連なる多くの方々が勇気づけられ、励まされるものでありました。
これからもＹＭＣＡが、地域にとってかけがえのない場所として、
前向きでまわりを惹きつける魅力を持つ団体として歩むことができますように、
お力添えを頂きますようにお願いいたします。
ここにあらためて、西日本区のワイズメンズクラブの皆様には、
全国の各地のYMCAで行っています青少年育成、地域奉仕活動をはじめとした諸活動に対して、
多大なご支援を賜りますことに感謝申し上げますと共に、間もなく 100 周年を迎えようとされています
ワイズメンズクラブ国際協会に連なる、西日本区の皆様お一人おひとりのご健康と、
各クラブ、各部そして西日本区としてのお働きの上に、神様の祝福があり豊かなものと
なりますように祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。



祝辞

 
 

 

 
Mr Michihiro Endo 
Regional Director 
Japan West Region 
Asia Pacific Area 
 
1 May 2019 

 
 

Dear Regional Director Endo-san, 

It is my great pleasure to send my warmest greetings to you on the occasion of your Regional 
Convention. As you gather together, it is good take some time to reflect on all the things you have 
done to make the world better for those in need in the past year. I thank your current leadership team 
for all their efforts. You should also take the opportunity to look back on the wonderful fellowship 
that each of you have enjoyed and remember those Y’s Men and Women that are no longer part of 
the leadership team but have helped, or continue to help, shape its history.   
 
Likewise, this is the time to look forward to the future as you set goals and plans for the coming year, 
and inspire your members and clubs to work towards these goals collaboratively and enthusiastically.  
As International President 2018-19, I have chosen my theme as “Yes, We Can Change!” and my 
slogan as “Courage to Challenge!”. I believe that we can see great progress in our International 
Movement if we work collaboratively, starting right now, and focus on our core values: 
 

� supporting the YMCA 
� serving those in need in our communities 
� helping others around the world through our international programs 

 
I am confident that your Region will continue to grow and play a strong part in helping our 
Movement work towards our goal of service to others. I wish you a prosperous and successful new 
Y’s Men term.  
 
Enjoy your Regional Convention! 
 
Y’sly and sincerely, 

 

 

 

Moon Sang-bong 
International President 2018/19 



祝辞

 

 

Mr Michihiro Endo 
 Regional Director 
 Japan West Region 
 Asia Pacific Area 
 
 1 May 2019 
 
Dear RD Endo-san, 
 
It gives me immense happiness to send greetings to you and all the Club Members in your 
Region on behalf of the Y’s Men International.  I appreciate your service and dedication as 
Regional Director during the year and I am sure that your had pleasant experience in this 
important leadership position in the Movement.  
 
At the international level, we have just launched Challenge 22, an invitation to all members 
and leaders of our organisation to be part of a historic process to reignite the spirit of Y’s Men 
and make our association stronger and relevant for the present and future generations. 
Challenge 22 is formulated to achieve our common goal of bringing together 50,000 club 
members in 100 countries by 2022, while striving together in fellowship for a better world by 
offering service to the YMCA and communities worldwide. Within this context you will 
celebrate your Regional Convention; another exciting gathering in our Movement because it 
brings together members from many clubs. In addition to fun and fellowship, use this 
opportunity for personal spiritual strengthening in order to better equip club members to 
promote the development of Y’s Men in your communities.  
 
We look forward to welcoming many club members from your Region at the next International 
Convention right in the heart of Odense, Denmark in 2020. The 74th Y’s Men International 
Convention will be held from 13-16 August 2020 with the 18th International Youth Convention 
running from 10-16 August 2020. I hope to see you all in Odense! 
 
As we approach the 100th anniversary of our organisation, it is essential that we preserve our 
legacy and share our work with the world. All Regions are requested to prepare and send reports 
from the year 2018-19, documenting your key achievements. I look forward to reading your 
stories and seeing your photographs outlining the successes you have accomplished this year. 
 
I am sure that the Regional Convention will create space and opportunities to unleash the power 
of the  clubs with full of energy, motivation and new ideas to achieve our collective goal. I 
wish the Convention much success.  
 
With best regards, 

 
Jose Varghese 
 
cc. AP Hiroyuki Tanaka 
 



祝辞

感謝とお願い
2018-2020 年度アジア太平洋地域会長
田中博之（東京多摩みなみ）  

第 22 回西日本区大会の開催を、ワイズメンズクラブ国際協会・アジア太平洋地域を代表して、心からお喜び申しあげます。
ホストクラブの京都トゥービークラブの皆さまほか開催に協力されたクラブの皆さま、そして遠藤理事キャビネットの
皆さまのご尽力に深く敬意を表します。また、今年度、西日本区の皆さまのワイズダムへのご奉仕、アジア太平洋地域、
国際協会へのご貢献に改めて感謝申しあげます。
アジア太平洋地域は、東・西日本区を始め７つの区、14 の国・地域によって構成されています。メンバー数は約 3,5000 名で、
その中で、西日本区は約 40％を占めており、西日本区の皆さまには、アジア太平洋地域の中核としてリーダーシップを
発揮いただき、地域内の他のより力の弱い区のサポートをいただくことが期待されています。
これからもよろしくご支援のほどをお願い申しあげます。
特に、今、ワイズメンズクラブ国際協会は、2022 年の創立 100 周年に向けて、これまでの 100 年を振り返り、
守るべき伝統・遺産を受けついで、次の 100 年につなげていくとともに、新しい時代に相応しい組織、体制、
サービスの提供を「チャレンジ 22」として全世界で推進していこうとしています。西日本区の皆さまの
「新生ワイズ起こし運動」がこの「チャレンジ 22」の西日本区における具体的な取り組みとしても活発に推進されていき、
世界のワイズの模範となられることをお祈りしています。
いよいよ仙台での第 28 回アジア太平洋地域大会が迫ってまいりました。ぜひ多くの方々にご参加いただき、
国際的奉仕グループの一員である意義、楽しさを実感する絶好の機会としていただき、また、この大会が日本の
ワイズ運動の一層の発展にもつながることを切に願っています。
ワイズメンであることを誇りに思い、喜びを持って、「アクション」（行動）していただくことをお奨め、
お願い申しあげ、ご祝辞とさせていただきます。
　

第２２回西日本区大会開催にあたって
東日本区理事　宮内 友弥（東京武蔵野多摩クラブ）

平成から令和へと改元された記念すべき年に、第２２回西日本区大会がここ古都京都で開催されますことに、
心よりお祝い申し上げます。
西日本区ではワイズ将来構想特別委員会を設け、新生ワイズ起こし運動を展開されております。
東日本区でも喫緊の課題として組織のあり方の見直し（就中法人化再検討の推進）と会員増強推進運動に取り組んでおります。
物心ついた頃から社会人になるまで関西で育った私にとって東西を分けて考える意識は薄く、
東西力を合わせて今までの慣例ややり方に捉われず時代のニーズに即した新しいワイズの在り方、
活動方法に取り組んでいきたいと思います。
その為にも迅速な報・連・相（報告・連絡・相談）を励行して、将来のワイズの発展に向けて西日本区の
皆様にもお力をいただきたく宜しくお願いいたします。　
「未来に残すべきものを守り育てる」をテーマに種々の事業に取り組んでこられた西日本区の
皆様の更なるご発展を祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます



ご挨拶

ご挨拶
第２２代西日本区理事　遠藤通寛（大阪泉北クラブ）

皆様、第２２回西日本区大会にようこそ、ようこそ京都に。ワイズメン、
ワイズメネットが一堂に集まる年に一度の大会は、たくさんの方々にお世話を頂き、
花を咲かすことができます。皆様誠に有難うございました。
この１年間クラブを指導していただいた各部の部長、各クラブのクラブ会長のバナーセレモニーは、
大変感慨深く感動を覚えます。部長、会長の皆様を支えてこられたクラブメンバー、
メネットの方々と共に喜び合えるこの瞬間は、１年間の締めくくりとしてなくてはならないものです。
文献を紐解くと、この大会で日本区時代を含めると７２回を数えます。
１９３０年５月１９日に西宮市・甲子園ホテルに第１回全国ワイズメン懇談会が召集され、
その日の夕食後に懇談会を第１回全国ワイズメン協議会に切り替えたとあります。
３クラブ、と加盟準備中の１クラブ、総勢１７名で開催されたそうです。
現在は８４クラブで、７００名を超える大会が開催されています。先輩の皆様の７２年に亘る、
並々ならぬご努力の成果、賜物だと思います。私たちはこの大切な宝物のバトンを
未来に繋がなければなりません。大会で多くの友人と交わり、
その思いを糧に未来に残すべきものを守り育てましょう。
支えたくなるＹＭＣＡ、入りたくなるワイズメンズクラブ　皆様に感謝‼

みなさま、京都、岡崎へようこそ。
紫陽花の花があちらこちらで咲いて
街に彩りを添える候に皆様をお迎え
できることを心より嬉しく思います。
この度、縁を頂き実行委員長をお引
き受けいたしましたが、実行委員会
発足時から「我々に出来ることは何
か」を考え、準備して参りました。
この西日本区大会、そこには常に
「期待と感動」があり、その先には
「未来に残すべきものを守り育てる」
という理念があります。大会を通じて
、そのエッセンスを皆様ワイズメンが
目で耳で体で感じて頂ければ嬉しく
思います。
またこのような機会を与えられたこと
をご協力いただいた全ての方々に心より
感謝申し上げます。

ありがとうございます。

大会実行委員長
伊藤 剛（京都トゥービークラブ）

第２２回西日本区大会にご参加を賜り、
心よりの歓迎と感謝を申し上げます。

今大会は私ども京都トゥービーワイズ
メンズクラブがホストを務めさせてい
ただきます。今までからの大きな転換
として、紙媒体を極力廃し代わりに
スマートフォンやパソコンなどを活用する
ことによって情報を配信、共有する
「ペーパーレス化」を目指してまいりました。
そのことによって各方面に少なくない
ご迷惑をおかけすることが多々ありま
したが、皆様のご理解、ご協力のもと
大会を開催することが出来ました。
このような取り組みが遠藤理事の主題に
もありますように「未来に残すべきもの
を守り育てる」ことに繋がるのではない
かと思っております。

夏至を過ぎ、これから暑くなりますこの京都で、
更に熱く、そして梅雨の雲間から射し込む光と
なって、皆様の糧となる大会になることを
祈念いたしております。　　　

大会ホストクラブ会長
溝口 誠（京都トゥービークラブ）



出演者紹介

前夜祭 Endo’ s Bar

Endo’ s bar オーナー

遠藤通寛（えんどうみちひろ）
大阪泉北ワイズメンズクラブメンバー。
2015 年度第 19 代、2018 年度第 22 代と西日本区理事を 2期務め、
第 22 回西日本区大会前夜祭にて今宵一夜限りのバーオーナーとなる！

バーテンダー

竹村亜沙美（たけむらあさみ）
トゥービークラブメンバー。
大阪学院短期大学卒業後、アパレル会社就職。退職後色々なサービス業に従事。
JSA 認定ソムリエ取得後、evolution Ha-to 開店。コスパにこだわり、南アフリカスペシャリスト取得。
品質の良いものをリーズナブルにという想いから、セカンドやサードのワインに力を入れている。日本酒の造り手の考えに感動し、
唎酒師取得。日本酒品質鑑定士 F&Bナビゲーター

DJ
G.F.U.aka Garage from Uemura
植村勝政（うえむらかつまさ）
まだ物心つく前、家にあった Pilot と Paul McCartney のレコードをレコードプレーヤーに載せて聞いていたのが音楽に
目覚めたキッカケであった。以来 40数年間欠かさずレコードを買い続け、今や所有枚数は万超えに。
そのレコードを、行く先先でかけ、皆さんの喜ぶ顔を見るのが楽しくDJ をやり続けています。

バーテンダー

尺金 由記（さしがね ゆき）
京都全日空ホテル（現 ANAクラウンプラザホテル京都）入社。約 9年間バー&ラウンジにてバーテンダー勤務。
京都市内レストラン、バーにて修行。
独立し、バー トレフルドール開業。約 9年間営業。
チャリティカクテルイベント等を多種主宰にて開催。パーティ、イベント等コーディネート、バーテンダーとして参加。
平成 27年より京丹波町 和知へ移住。
現在は、京綾部ホテル内 Neo ベジダリアンカフェ店長。NPO法人 grow uP( 南丹市 ) 子育て支援。出張バーテンダーや
ケータリング、料理教室講師などで活動中。



出演者紹介

西日本区大会（２２日）

MC

小熊美香（おぐまみか）フリーアナウンサー
2008 年、日本テレビにアナウンサーとして入社。情報番組「ズームイン SUPER」のお天気キャスターを皮切りに、
報道番組「news every.」ではニュースキャスターを担当。現場取材なども経験し、
情報番組「ZIP!」で数々のハリウッドスターへの英語でのインタビューを経験するなど、
情報・報道・スポーツ・バラエティーと幅広い分野を担当。2017 年、出産を機に退社し、現在フリーアナウンサーとして活動している。

チェロ演奏

江口陽子（えぐちようこ）
京都市立音楽高校、京都市立芸術大学音楽学部、同大学院修士課程を修了。 H18 年に大学の学外コンサート『モーツァルトシリーズ』にて、
学内オーケストラとハイドンのチェロ協奏曲第 2番を共演。 H19 年には、JT 企画『期待の音大生によるアフタヌーンコンサート』
に弦楽四重奏で出演。 現在はソロやオーケストラなどで活動する他、コーシェリ弦楽四重奏団のチェロ奏者としても活動している。 
これまでにチェロを雨田一孝、上村昇、林俊昭の各氏に、室内楽を久合田緑、四方恭子、市坪俊彦の各氏に師事。

Jazz 演奏

平口 充［アルトサックス］
京都市生まれ。高校生の頃より、シカゴブルースやサザンロックに傾倒、ドラムを始める。その後、Jazz に傾倒。
アルトサックスを始める。サックス＆クラリネット奏者の文字 清 氏に指導を受け、その後独学で jazz を勉強。
20 代の頃よりライブハウスなどで演奏。以後、国内外のミュージシャンと演奏を重ね、現在ライブハウスやコンサート、
イベントなどで、京都を拠点に関西で精力的に演奏活動中。

懇親会

Jazz 演奏

黒石 昇［ベース］　
同志社サードハード・オーケストラ等にて活動後、様々なジャンルで演奏やレコーディングに参加。
オセロモリノー、ランディーバーセン他、多くのミュージシャンと共演。Shikandaza のヨーロッパツアーに参加し、
ストックホルム・ジャズフェスやドイツ古城コンサートに出演した。関西を中心に演奏活動しつつ後進の指導にあたる。

Jazz 演奏

西脇敦子［ピアノ］
京都市在住のピアニスト。幼少の頃よりピアノを始める。大学では、クラシック音楽を中心に、ピアノ・声楽・音楽教育を専門的に学ぶ。 
大学卒業後「ボサノバ」と出会い、ボサノババンドに所属。数年後、ライブハウスで聴いた「ジャズ」の演奏に感銘を受け、
ジャズに傾倒する。現在、京阪神のライブハウスを中心に活躍中。数多くのミュージシャンと共演している。
各地のジャズストリートなどのイベントにも多数出演。リズミックで叙情的な演奏に定評がある。
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井上博司ワイズ（京都パレス）
御逝去：2018年4月7日（享年46）
2010 年 10 月 13 日入会。入会されてからは、主にクラブのCS活動において精力的に
活動されていました。例会で倒れられても命の危機を乗り越え、
再びワイズメンとして活動を共にでき、メンバー一同大喜びしていた矢先天に召されました。
ぱっと花が咲いたような優しく微笑まれるお姿が今でも瞼に残っています。
どうかこれからも私たちをお見守りください。

鷲谷糸津子ワイズ（大阪サウス）
御逝去：2018年4月16日（享年62）　「虚血性急性心不全」のため急逝

学生時代を大阪南YМCAリーダ－として活躍され、卒後は花柳流師範として
日本舞踊会で活躍されていた。サウスワイズにも入会、2017 年 7月に 2期（2年間）
の予定で会長に就任されたが、わずか 10ケ月で突然に急逝された。
現役会長を失ったサウス会員の悲しみは大きい。

内田守夫ワイズ（熊本）
御逝去：2018年7月7日（享年91）
1962 年　入会
1967 年　クラブ会長（以降、2001 年までに会長 4回）
1976 年　南西部長（現九州部長）
1990 年　日本区 BF事業主任
2004 年　「奈良傅賞」受賞
「奈良　傳賞」にふさわしい敬愛されるワイズメンでした。熊本YMCAでも重責を務められました。
「ジェーンズ」の名を残すようクラブ名に提案された思い出があります。
ワイズへの情熱は枯れることがありませんでした。

鈴木璋三ワイズ（大阪サウス）
御逝去：2018年8月15日（享年78）「胃がんの膵臓転移」で逝去
熱心なキリスト教徒であった鈴木メンは、同志社大学卒業後大阪YМCAに入職、
青少年活動の担当主事として活躍されたが、退職後は請われてキリスト教関係の
社会福祉法人事務局長として勤められた。
サウスワイズメンにも入会。主事出身のワイズとしてYМCAとワイズメンをつなぐ
貴重な働きをされていたが、第 29期阪和部長の在任中に「がん」に侵され、
阪和部員一同の祈りも空しく、神様のみもとに召された。
YМCAやワイズメンそして山登りやキャンプを愛した熱心なキリスト者の生涯であった。

伊藤和行ワイズ（福岡中央）
御逝去：2018年10月17日（享年70）
1982 年　 チャーター 2年目に福岡中央クラブ入会
1988-89　クラブ会長
2007-08　クラブ会長
2014-15　クラブ会長
2017-18　九州部会計

YMCA歴
1982 年　　福岡YMCA入会
2014 年～　福岡YMCA会員協議会協議員

伊藤さんは、クラブ内だけではなく、ほとんどすべての九州部、西日本区の大会には出席され、
多くのメンバーとの交流を深められていました。いつもニコニコ笑顔でいらっしゃって、
会議後のお酒タイムを楽しみになさっていました。きっと天国でも、おいしい焼酎をロックで飲みながら、
「まあ～、よかよか。」とまわりを和ませていらっしゃるのではないかと思います。
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金田 恒ワイズ（大阪高槻）
御逝去：2018年10月17日（享年81）
1982 年 5月　大阪高槻クラブ　チャーターメンバー
1984 年 7月　大阪高槻クラブ会長
2006 年 7月　大阪高槻クラブ会長
2007 年 7月　中西部 EMC事業主査
2009 年 7月　中西部部長

1982 年 5月のクラブチャーター以来、常に会員の先頭に立ってクラブをけん引し、盛り立ててくれました。
笑顔を絶やさず、何よりも「ワイワイガヤガヤ」と賑やかなことが大好きで、誰からも愛された金田さん、
安らかにお眠りください。

畑本 誠ワイズ（京都トゥービー）
御逝去：2018年11月1日（享年71）
1987 年　京都ウイングクラブチャーターメンバー
1991 年　ウイングクラブ会長
1997 年　京都トゥービークラブチャーターメンバー
2001 年　地域奉仕事業主任
2014 年　京都部長

いつもオシャレで、お酒を愛し、音楽を愛し、人を愛したワイズメン。颯爽とした姿は後輩にとって
見本というべき方でした。華やかで楽しい集まりを好む反面、クラブが間違った方向に進みそうな時には
厳しく指摘し、クラブの活動理念「イデア オブ トゥービー」を遺してくれました。
病気が見つかってわずか数ヶ月、その旅立ちもまた風のように。

長坂泰一ワイズ（神戸学園都市）
御逝去： 2018年12月6日（享年72）
2017 年 2月入会
2017 ～ 19 クラブ役員（Yサ・ユース）

長年、海外製鉄プラント建設に尽力され、豊富な海外生活で培われた体験を基に、ワイズ活動を通して
社会奉仕と生きる力を見出そうとされていた。ご冥福をお祈りいたします。“合掌”

YMCA歴
1967 ～ 71　神戸YMCA英語科・英会話科修了
1971　北米英語研修旅行参加
2016　シアトルYMCAユース交流 50周年記念行事に参加

柏尾誠之ワイズ（熊本）
御逝去：2018年12月19日（享年85）

1989 年　熊本クラブ入会

YMCA歴
1991 年　熊本YMCA入会
1991-2001 年　熊本YMCA常議員
1993-2001 年　熊本YMCA理事長
1998-2002 年　日本YMCA同盟委員

熊本YMCA理事長として、熊本YMCA50 周年の諸事業を統括し、活躍されました。
青年のキリスト教による社会変革である熊本バンドの精神を尊び、朝梼会などの活動も積極的でした。
人を愛する祈りの人でした。
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渡辺宏子ワイズ（大阪なかのしま）
御逝去：2018年12月29日（享年79）
2008 年 6月　大阪なかのしまクラブ入会
2014-2015 年　クラブ会長
2016-2017 年　中西部国際・交流事業主査

YMCA歴
2008 年　大阪YMCA会員
いつも元気で，にこやかな笑顔を絶やさなかった宏子さん！
なかのしまが，西日本区大会をホストした時の会長さんでしたね。
挨拶をしたり，表彰されたり，ニコニコと壇上で活躍された姿を思い出します。
ALS との診断を受けてからの 1年余りの闘病生活，私たちは貴女の本当の強さ見せて頂けたように思います。

畠平雅生ワイズ（大阪西）
御逝去：2019年2月12日（享年77）
1969 年 7月 16 日入会（大阪土佐堀クラブ）
1979-80　第 29 代　大阪土佐堀クラブ会長
1986-87　初代大阪西クラブ会長
1987-88　中西部事業主査
1994-95   中西部部長
1995　    エルマクロー賞受賞。
2001-02　大阪西クラブ第 16代会長
2001.       台湾台中大震災の後、「21世紀の杜」運動を提唱し、台中 の 3か所に植樹。
　　　      今、桜の名所として市民の憩いの場となり日台交流を深めている。
2002-03　中西部事業主査
2007　   「カンボジアに学校を造ろう」運動に率先して参加し、現地に建てた「みおつくし中学校」は
　　　　   開校以来、多数の卒業生を送り出している。
2014-15　大阪西クラブ第 29代会長
2014-16　西日本区組織検討安全対策委員
2015-16　中西部CS事業主査

辻 建 ワイズ（宝塚）
御逝去：2019年3月17日（享年86）
1988 年 5月　宝塚クラブ（チャターメンバー）
2010 年 7月　岩国クラブ（現岩国南クラブ）へ入会
2015 年 12 月　同クラブ退会
2018 年 7月　宝塚クラブに再入会（広義会員）
YMCA歴
1988 年 4月に入会
入会以降、西宮ブランチ委員会の下部組織である「宝塚YMCAを考える会」、又それが発展した
「宝塚センター委員会」の委員として、その中心的役割を担われ、YMCAが地域に根差す為の活動を支えた。
又、神戸YMCAの様々な式典や礼拝にて説教を担当、2004 年に「宝塚YMCAボランティア」が
総会においてボランティア奨励賞受賞の際も代表を務める。

辻ワイズはチャーターメンバーとして、又クラブチャプレンとして宝塚クラブの精神的支柱であった。
私達は、辻ワイズの遺産を正しく受け継ぎ、守り続けたい。御霊の平安を祈りつつー。

尾和信孝ワイズ（大阪）
御逝去： 2019年5月10日（享年79）
1988 年 4月ワイズメンズクラブ入会
御尊父さまもワイズメンでした。
1997 年－1998 年　クラブ会長
2013 年　大阪ワイズメンズクラブ 85周年記念例会実行委員長
長年、会計、書記などクラブ役員としてクラブ運営に多大な貢献をして頂きました。特に会計担当としては
大阪クラブの会計や青少年聴覚障がい者教育支援事業基金の管理など重要な仕事をして頂きYとの協働事業
やクラブ運営には欠かせない貴重なメンバーでした。

尾和さん。3年前に健康を害されて、手術を受けられてからも体調が思わしくなく、例会も欠席が続きました。
大変な状況にも拘わらず、陰ながら大阪クラブを支えてくださったこと私ども忘れません。
会長職、記念祝会実行委員長、書記や会計などクラブには欠かせないお役を長年お務め頂き、
会員全員心から感謝申しあげます。

いつも笑顔を絶やすことなく、マイクを取れば言語明瞭また聞き心地の良い音声で司会などしていただきました。
もうそのようなお声も聞けなくなって寂しい限りです。心よりご冥福をお祈り申しあげます。



 US Area  Hawaii 西日本区 彦根 京都パレス 今井 泰二 中村 誠司
宮本 年博 浅野  浩 岩見 祥司 錦織 秀臣

Nuuanu 金沢 林  宏一 井上  均 坂下 昌史 西沢  剛
Shimonishi Maurice 幸正 一誠 島野 喜道 宇野由香子 シェイク ラジュディン ⾧谷川卓哉

山内ミハル 外海 清圭 大下 久弥 柴田 信幸 藤田 寿男
数沢 輝夫 岩崎 正俊 大野バージニア 内藤 昌希 本多 悠佑

台湾区 数沢 淑子 大野 嘉宏 中澤 弘 前田  慎
吉川与志子 彦根シャトー 大橋 芳夫 西村日子一郎 松井 敏文

台北蘭菁社 金澤 芳夫 大森 夏彦 林  壽一 松島 正雄
京都市⾧ 門川 大作 Taipei-A-List 名古屋 河口 裕亮 岡見  紫 林  正樹 森本 賴和

日本YMCA 同盟総主事 神﨑 清一 李 艷珊 川口  恵 北川 一幸 川上 孝司 藤井 功輔 山内 達也
アジア太平洋地域会⾧ 田中 博之 林 文昭 河部  薫 関口 儀彦 小櫻 武彦 松村 康弘 山岸 裕明

王 培剛 川本 龍資 谷村 直樹 後藤 有志 山川 新一
王 羿晴 久保田 啓 戸所 岩雄 小西 孝典 京都洛中
周 成欣 塩田  保 戸所佐紀子 小林 千春 京都キャピタル 太田 雅彦
荘 大右 鈴木 貞祥 冨田 宗宣 新納麻衣子 五十嵐由紀 大野 信幸
王 致雅 相馬 静香 西川 裕介 高岡  昇 石倉  尚 大本 正夫

YMCAせとうち 理事⾧ 正野 隆士 吳 旭智 谷川  修 西野佐治郎 谷口 龍一 岡本 尚男 坂井  昇
YMCAせとうち 総主事 太田 直宏 蘇 思宇 中村  隆 正村 曉子 爲國 光俊 岡本  都 竹内 俊樹

京都YMCA  総主事 加藤 俊明 林 炫義 西村  清 堤  雄次 金原 弘明 竹山 直司
謝 錦妹 西村 牧子 ⾧浜 平野 雅幸 亀井 久照 土屋 順敬

深谷  聡 河越 尚博 福井 正太 香山 章治 西村 和真
平野 実郎 伊藤 文訓 藤松 幸一 志田 育夫 山内 和生

東日本区 渡辺 真悟 渡壁 十郎 古川 安雄 菅原 樅一 山中 和生
矢守 昭男 堀  靖之 田中 雅博

東日本区理事 宮内 友弥 十勝 名古屋東海 矢守 明美 三宅 紘子 田中 升啓 京都エイブル
東日本区次期理事 山田 敏明 山下  真 池野 輝昭 松岡 義隆 森田美都子 ダルマパーラン正子 上澤 正廣
東日本区直前理事 栗本 治郎 山田 敏明 柴田洋治郎 松岡 弥生 山岸 弘侍 椿森 昌史 大橋 篤司

東日本区書記 板村 哲也 山田 康子 浅野 猛雄 江畑  明 山本 一博 西川 欽一 白濱 廣史
東日本区事務局⾧ 山口 直樹 北村 正隆 吉岡 幸次 仁科 保雄 山根 拓也

東日本区事務所所⾧ 小山 憲彦 宇都宮 太田 全哉 田中 浩文 米増 貴雄 仁科 節子
山田 公平 鈴木 孝幸 田中 博行 渡邉 大介 ⾧谷川幸昌 京都グローバル
大久保知宏 橋爪 良和 寺倉 利明 幢南  進 石原 広嗣

八木 武志 細江 貴之 京都ウエスト 森  繁樹 大石 周生
所沢 山村 喜久 松井 一利 市橋清太郎 八木 悠祐 大岩 英人

澁谷 実季 鷲尾 文夫 宮本 鉄也 岩本 敬子 山口 雅也 梶村 隆之
理事 遠藤 通寛 奥田 英詔 山口 弘子 北村 健一

次期理事 戸所 岩雄 東京西 名古屋南山 草津 桂  厚子 山田 隆之 木下 俊二
直前理事 大野  勉 大野 貞次 近藤  豊 滝本 英子 加藤 秀行 吉井 崇人 木下 晴嗣

書記 石津 雅人 神谷 幸男 小林 滋記 池田 政弘 金澤 典子 久保田雅彦
会計 奥田 時夫 神谷 雅子 大脇 正美 河合久美子 京都プリンス 小島 順子

高嶋美知子 名古屋グランパス 久保田正紀 草野 功一 飯尾  豊 坂本 泰雄
YMCAサービス･ユース事業主任 人見 晃弘 荒川 恭次 辻本  昭 胡内 大輔 宇高 史昭 櫻田 真也

地域奉仕･環境事業主任 倉  卓也 東京武蔵野多摩 荒川 恒子 中山 博文 粉川 尚子 岡西 博司 澤田 賢司
ＥＭＣ事業主任 小野 勅紘 宮内 友弥 下村 明子 林  俊博 佐治 幹生 西村  博 山藤  哉

国際･交流事業主任 中井 信一 宮内ひろみ 青山 茂和 澤田 ⾧利 廣井 武司 島倉 泰三
メネット事業主任 遠藤 通寛 山口 直樹 津 四方 秀和 蒔田 茂夫 下元 利之

板村 哲也 千賀 直道 滋賀蒲生野 島田 博司 三村 良行 情野  剛
中部部⾧ 柴田洋治郎 薦田 正男 東  康彦 鈴木けいこ 森 伸二郎 谷 圭一朗

びわこ部部⾧ 池田 政弘 東京サンライズ 井之上温代 角谷多喜治 寺久保吉雄
京都部部⾧ 川上 孝司 小山 憲彦 金沢犀川 合志 禎子 高倉 英理 京都センチュリー 豊田 秀哉
阪和部部⾧ 横田 憲子 北  肇夫 管井 恵子 高田 奈波 大槻 信二 橋本 達士
中西部部⾧ 谷  正一 東京多摩みなみ 三谷  喬 立山 隆一 片山 吉章 八田 英司
六甲部部⾧ 大田厚三郎 田中 博之 とやま 三原 茂靖 塚本 勝己 駒谷 憲美 馬場 充俊

瀬戸山陰部部⾧ 三宅  敬 田中 直美 清水  淳 中野かおる 志賀 昭夫 藤田 圭佑
西中国部部⾧ 谷本 秀康 京都 野田 泰伸 平井 一郎 藤原 君仁

九州部部⾧ 上村眞智子 富士五湖 近江八幡 相原 隆幸 林   茂 二井  徹
後藤 明久 安田 博彦 新井 美子 林  正章 京都ウイング 松浦 秀樹

行政監事 岩本  悟 後藤 昭子 峰  洋美 石川 敏夫 福田 英生 青倉 国士 松永 貞之
財政監事 松本 武彦 浅岡 徹夫 金澤 市郎 福田 仁美 天根 静也 向  創太

沖縄 浅岡 京子 大田 龍二 藤居 一彦 稲垣 康生 森下 克己
理事事務局⾧ 河合 博之 森田幸二郎 池田 鈴子 片山  巌 牧野万里子 今村 隆宏 山岸 祐治

太田美智代 合田 太一 森田 惠三 上田  敦 山本 啓介
連絡主事 光永 尚生 熱海 岡田 定一 古賀 満子 森田 直子 奥田 健登 吉田 知弘

栗本 治郎 坂井  繁 柴田 善朗 安田 繁治 奥村 賢三 吉山 裕基
札埜 慶一 平田美喜蔵 高井 早苗 安平 知史 岸本 伸也
大川 貴久 平田美代子 高田 敏尚 山田麻紀夫 北川 雅俊 京都みやび

堀江  宏 田中 孝明 吉川  忠 木下 敬悟 有澤 泰伸
沼津 堀江 芙美 中村 泰之 渡辺 昌嗣 佐々木貫二 岡崎 保則

相磯 優子 松本 太一 三井 哲次 佐藤 昌利 奥谷 彰宏
藪  秀実 村上  晃 京都めいぷる 武村 松一 武本  聡

三島 井上 耕造 谷口  豊 中原  茂
光永 尚生 井上 道子 中西 康晴 前   登

来賓

東日本区役員

西日本区役員

ＹＭＣＡ

ワイズメンズ国際協会

登録者名簿

第22回西日本区大会



京都トップス 塩見 昌行 松野 五郎 大阪なかのしま 多胡 葉子 山下 晴基 堀  隆之 国松 義之
青山 修士 四方 章義 山田 理学 生雲 文枝 福田 宏子 山下 裕子 宮崎 靖大 洪水 浩巳
新山 兼司 柴田 貴史 今井 利子 福家 清美 山本 晶子 齋藤 幸秀
石田  博紀 田中 克昌 和歌山紀の川 江見 淑子 堀江 裕一 宮崎 佐藤 大英
今西 宏樹 鉄尾 幸紀 永井 康雅 大岸 弘子 福山 小笠原英男 佐藤 正久
岡本 昭義 平野 和也 生駒 義範 國友 朝子 さんだ 辛島 清孝 小川 博己 新谷 嘉啓
加藤 信一 星山 欣也 小川 隆平 桑原 頼子 杉村  肇 中野 信裕 竹中 重治
鹿取 俊志 松平 淳二 金城 清輝 杉浦眞喜子 呉 松浦 由美 竹村亜沙美
河合 博之 丸山 拓哉 田中 正紀 瀬島 恵子 神戸学園都市 赤坂 正隆 竹村  瞳
河原 正浩 南  博之 土肥 正明 武井 和子 杉本 隆人 大西 利昭 熊本ひがし 田中 和幸
河原 祥博 山田 和人 武井 美帆 田辺 征一 清水  惠 坂井 貴英 徳永 栄治
倉  卓也 大阪 鳥居  翠 藤井 久子 竹本 豊治 竹本 雄一 畑本久仁枝
高坂  訓 和歌山 北村 知三 藤井 弥生 田中 正海 馬場 淑之 畑本 義允
小林 郁佳 東  正美 清水  汎 藤好 基子 芦屋 西濱 正俊 平山 俊生 馬場 昭宏
清水 寿和 市川美智子 田尻 忠邦 保田 圭子 上野 恭男 野村 峰生 横田  博 馬場 佳子
田頭 邦彦 神谷 尚孝 豊島 正利 吉岡香代子 柏原 佳子 渡邊 悦司 藤尾  実
寺内 瑞生 神谷 一惠 牟  大盛 吉田 由美 桑野 友子 阿蘇 古田 裕和
寺内 陽子 吉田 絹恵 坂本 孝司 東広島 五嶋 義行 松崎 和彦
巴山 直久 大阪土佐堀 神戸 島田  恒 阿武 朋子 篠﨑ヤスコ 水野 充弘
東田 吉末 奈良 岩田  晋 尾上 尚司 羽太 英樹 佐々木集子 藤本 義隆 溝口  誠
廣田 隆治 髙井 亮吉 奥田 時夫 鵜丹谷 剛 坂東 幸子 谷本 秀康 松村 浩市 溝口 宣美
船木 順司 中井 信一 工藤 義正 井出  浩 福原 吉孝 宮田 雄輔
本田 正人 市本 貴志 丹吾  礼 井出富光子 岩国みなみ 熊本にし 村澤 功三
舞田 智之 内田 勝久 福島 眞一 ⾧内 靖子 姫路 石井  忍 岩本  悟 村山 祥栄
牧野 篤文 林  秀彦 京極美栄子 岩崎圭三郎 岩本 由佳 亀井 純子 安井 基晃
的場 幸生 林  成子 大阪千里 進藤 啓介 阪田 悦規 倉本由香里 木本 博章 山内  哲
宮尾 勝己 平井 洋三 井上  巌 佃  治子 佐竹 早苗 佐藤 通彦 山口 真一
森田 茂美 三枝  隆 ⾧澤百合子 岡山 高瀬 稔彦 中西 賢一 吉田 真理
八木 薫史 村上 一志 大阪高槻 中道 京子 太田 直宏 町田由美子 若井 克俊
山下 大輔 栗田 達夫 名田 敦子 河田 英正 津川 圭子 宮田 茂 若井 ゆか
余田 敏明 大阪サウス 伊藤 正尚 橋本 和子 蔵知  晋 津川 利博 渡邉  聡
渡部美代子 惠美奈博光 川岸  清 原  伸行 正野 隆士 熊本ネクサス

惠美奈富紀子 河戸 宏往 森  愛子 竹内 芳江 熊本 岩本 守弘
京都東稜 大東 義史 西野 陽一 森  章一 ⾧寿 和子 吉本貞一郎 第22回西日本区大会

伊藤 弘一 木下 康生 森本 榮三 山根  泉 丸山 恵子 熊本スピリット 実行委員⾧
近藤 敦无 小池  晃 森本 好子 山本 洋子 三浦 克文 北九州 福島 貴志 伊藤  剛

鉃谷  明 和田 早苗 渡邊 孝文 曽我部 久
京都ウェル 寺岡 博也 西宮 熊本水前寺
青島 廣高 中村 勝吾 大阪センテニアル 浅野 純一 鳥取 福岡中央 白木 尚登
奥村 治 久岡 美弘 三浦 直之 足立 康幸 草野 章次 小田 哲也 宮崎 隆二

田栗 和典 松本三枝子 石津 雅人 石井 恭子 小谷 直大 草場 修二
堤 紀也 吉田三枝子 大村  肇 小野 勅紘 早川  悟 熊本五福

中村 典子 吉田 芳子 坂本 千春 廣瀬 敦子 福島 庸二 熊本ジェーンズ 岡本エスペランザ
中村 隆司 芝田 光雄 廣瀬 一雄 伊瀬知真由美 亀浦 正行
松田 博一 大阪堺 谷川  寛 万本 敬一 姫路グローバル 伊瀬知 裕 東 菜保子

谷川 一人 中村 茂高 宮地 京子 魚住 美保 上村眞智子 松村 リザ
京都ZERO 山田 孝彦 山口 政紀 竹居 洋子 甲斐美由紀
赤間 亮介 大阪河内 山口 洋子 橋崎 惠子 蠣原 郁子
石倉 直人 田中 惟介 大阪西 山口 吉郎 英  和夫 小堀 鈴代
井上 晴雄 横田 憲子 柿島  裕 山口まり子 前田 文夫 立野 泰博 キャスト
宇佐美賢一 丸尾 欽造 北村久美子 山本 常雄 三宅  敬 千代盛虎文 尺金 由記
加藤 滋一 丸尾 初子 井上  裕 山水  満 前田香代子 植村 勝政
木本  智 望月  強 清水誠治郎 神戸西 山田 芳之 だんまる
熊本 祐滉 望月 治子 清水 京子 岡山 泰典 米子 吉本 典子 江口 陽子

坂口バネッサ 谷  正一 大田厚三郎 後藤冨貴子 黒石  昇
坂口 祐司 大阪⾧野 谷 千津子 加茂 周治 澄田 悦子 八代 平口  充
佐古田正美 福田 智也 谷 南津子 坂本  滋 竹井 幸義 森 律子 西脇 敦子

佐古田フロデリザ 白井 春夫 内貴 康之 野口 純一 守田 富男
竹園 憲二 白井 公子 藤原 年代 神戸ポート 福永 君二 守田 涼子
田端 眞人 瀧本 泰行 松本 武彦 井上 真二 福永 孝子 司会
辻野 紀子 山本世津子 大野 智恵 吉岡 太佑 鹿児島 小熊 美香
堂脇  武 大阪泉北 湯浅 禎也 大野  勉 園屋 高志
西村 寛子 飯沼  眞 吉村 周平 小田  浩 広島 中堀 清哲
南方 陽介 猪瀬 正雄 郡 美恵子 赤羽 克秀 松永 英明
宮口 彰治 榎  京子 大阪茨木 水野 雄二 赤羽 秀美 京都トゥービー
宮越  寛 遠藤 通寛 掛谷 太郎 山田 滋己 在原  健 熊本むさし 青木禎一郎
山田維久仁 遠藤 典子 粕谷 和彦 今坂 豊美 田上  正 青木 有里

河﨑 洋充 蒲田 泰宏 宝塚 今坂 律江 田上かつみ 岡本 就介
北京都フロンティア 佐々木貞子 清水 真一 青柳美知子 川口 博正 来海 恵子 岡本 敦子

足立 徳仁 菅  秀晃 野田 将弘 石田由美子 川口 信子 桶谷 雄一
大槻 義浩 中井 正博 浜野 昌保 今田 和子 藤川  洋 熊本みなみ 小幡  弘
金村 峰士 人見 晃弘 山﨑  憲 鯖尻 佳子 藤川 眞澄 木村 成寿 北澤 元悠
櫻井 豊晃 平金 紫苑 武田 寿子 益国トシ子 藤元 俊輔 木村 拓馬
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メンバー

YMCA 

メンバーよし、YMCAよし、 
クラブよし、そして社会に奉仕 

ク ラ ブ 

第２４回びわこ部 部会 

講   話 
 

「近 江 商 人  
    三 方 よ し」 

 
 上平 千恵 氏 

  近江商人博物館学芸員 
会場：ホテルニューオウミ 

（JR 近江八幡駅徒歩５分） 

登録費：￥９,０００ 

第一報 

２０１９年 ９月 ７日（土） 
１１時～15 時 30 分 



 

第 23 回中部部会 

「輪を拡げ 明るく楽しく 元気よく ＹＭＣＡとともに」 

日 時：2019 年 9 月 8 日（日） 12:30 ～ 17:00 

受付 12:00～ 

１部 部会式典 

２部 講演「この長寿社会に音楽療法ができること」 

講師：近藤真由氏（東海大学教養学部准教授 医学博士） 
認知症予防に対する音楽の効果を研究テーマに各地で講演活動 

を行う。高齢化社会の中で音楽が人々の健康幸せに貢献できる 

ことを目指して研究。 

現在、日本音楽療法学会認定音楽療法士 

日本音楽療法学会 代議員 

日本音楽心理学音楽療法懇話会 理事 

演奏：Trio Luce（ﾄﾘｵ・ﾙｰﾁｪ） 

 

奏法や音色の異なる３つの楽器で編成される三重奏団。３つの 

楽器の良さを生かしながら融合させ様々な音楽の世界を創り上 

げている。 

清水綾   弦楽器  （ヴァイオリン）  

加藤菜月  管楽器  （フルート） 

百瀬愛莉  鍵盤楽器 （ピアノ） 

３部 会食・親睦会  

会 費：10,000 円 

 

会 場：名鉄ニューグランドホテル 

名古屋市中村区椿町 6-9 

052-452-5511 

名古屋駅新幹線口より徒歩１分 

ホストクラブ：名古屋南山ワイズメンズクラブ 
                                会   長  都築 正和 

                                実行委員長  荒川 文門 



ＦＡＸ先 052-834-9909 

第 23 回中部部会申込書 
クラブ名                             

 

申込ご担当者名                            

 

申込ご担当者連絡先    TEL                 

     

             e-mail                 

  

出席者名 役職 出席者名 役職 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

５  15  

６  16  

７  17  

８  18  

９  19  

10  20  

   

１．クラブ単位でお申込下さい。 

２．申込先 南山ファミリーＹＭＣＡ  ＦＡＸ 052-834-9909 

３．申込期限 2019 年 7 月 31 日（水）  

４．会費納入方法 2019 年 8 月 20 日（火）までにお振込み下さい。 

 振込手数料はご負担下さい。 

 振込先：ゆうちょ銀行 普通預  ３４５９６５９ 

    小林滋記  （コバヤシ シゲキ） 
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９月２８日（土） １３：００～１７：００

おしゃれな神戸のホテル「ベイシェラトン」での部会！
六甲部と瀬戸山陰部がしっかりと手を組んでお届けする、
おいしい中華料理と華やかなイベントをお楽しみ下さい。

•場 所： 神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
•参加費： 10,000円
•連絡先： 六甲部部長 柏原佳子
•連絡先： 瀬戸山陰部部長 阪田悦規
•アクセス：六甲ライナー「アイランドセンター」駅に直結。JR三ノ宮駅からは約
２０分、ＪＲ大阪駅からは３０分の所要時間です。
•関西空港からのリムジンバスや新神戸・三ノ宮からの定期バスなど多彩なアクセス
方法がご利用いただけます。
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真提供：宮城県観光課

開催日時：2019 年 7 月 19 日～21 日

開催場所：仙台国際センター

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区・西日本区

登録費：36,000 円
会 場 ：仙台国際センター

写真提供：宮城県観光課

「横浜関内クラブのインドカレー」：
「インドカレー」の炊き出し（350 食）
と、避難所までカレーを受け取りに
来られない高齢者にはデリバリも。

「十勝クラブの栗かぼちゃ配布」：
十勝クラブから寄贈された「栗か
ぼちゃ」を老人ホームや仮設住
宅、小学校、保育園などに配布。

「津波の教え石」：2017 年 10 月
石巻市荻浜のワイズが関わっ
た津波の教え石の除幕式に、
全国から多くのワイズが参加。

「岩佐いちご農園ワーク」：2011 年
5月、横浜YMCAのボランティアに
始まり、現在まで仙台 YMCA を中
心にワイズも継続支援中。













新生ワイズ起こし運動
―２０２２年、２０２２人に向かって―

私たち西日本区では、２０２２年に国際ワイズ創立１００周年と西日本区発足２５周年と
いう輝かしい記念の年を迎えます。
そして、減退著しい現状を打破して、西日本区発足時のワイズ力を取り戻し立て直そうと、
ビジョンと基本計画の下に新生ワイズ起こし運動の取り組みを始めています。

西日本区ビジョン
誇りと情熱をもって社会に貢献する前向きで逞しいワイズ

愛と奉仕のワイズ精神を基盤とし、会員相互に切磋琢磨して高め合い、楽しく付加価値の
高いクラブ活動を展開し、誇りと情熱をもって社会への貢献に努め、内外から認知され評
価される良質な奉仕クラブを目指したい。

改革の基本計画
１．部・クラブのビジョン・目標・実行計画の策定
２．組織風土の改革
３．会員増強推進の具体的活動
４．広報の強化・情報伝達方法の改革
５．YMCAとの協働関係の改善
６．地域奉仕のあり方改善

会員の皆さん！！まずもってワイズダムへの危機感を強く抱いてください。
そして、１５００人全員が勇気を出して、本気になって、熱気を発散して、根気よく
新生ワイズ起こし運動展開に結集し、西日本区の回復発展に努力して参りましょう！

2019年6月22日
西日本区理事　　遠　藤　通　寛
次期理事　　戸　所　岩　雄
ワイズ将来構想特別委員会







西日本豪雨復興支援に感謝

公益財団法人　ＹＭＣＡせとうち
理事長　正野　隆士
総主事　太田　直宏

　2018年7月6日未明、倉敷市真備地区をはじめ岡山県下各地に集中豪雨による大災害が発生しました。歴
史上過去数十年なかった程のものでした。
　ＹＭＣＡせとうちは、2018年9月に40名の被災児童を招待して、第１回目のリフレッシュキャンプを神戸ＹＭＣ
Ａ余島野外活動センターで実施しました。その後、冬のキャンプに60名のこどもたちを、そして今年のＧＷには
103名の子どもたちを第２回目のリフレッシュキャンプに招待することができました。また、2019年４月からは真備
町内で、毎週定期的に子どもたちや被災地の方 を々交え、心の通う支援活動「真備こどもプロジェクト」が始ま
りました。
　ＹＭＣＡせとうちとしてこのような支援活動が実施出来たのは、西日本区や岡山クラブ、各地のワイズメンズ
クラブをはじめ日本ＹＭＣＡ同盟や全国Ｙのご協力のお陰です。
心よりお礼申し上げます。
　ＹＭＣＡせとうちの出来ることはささやかですが、被災地に灯りを、子どもに温かい心が宿ることを祈りなが
ら、これからも被災支援を続けて行きたいと思います。ご協力をお願いします。

保護者の感想の一例
・ 不安もある中送り出しました。帰って話を聞くと、「知らない人とも友達になれた ！ 1番カヤックが楽しかった。またやりた

い ！」と行く前とは違った答えが返ってきました。沢山我慢やストレスがある中、とてもリフレッシュできたと思います。

・ 被災という人生は初の経験をしましたが、皆様のお陰でこうしてまた子どもの笑顔を見ることが出来て感謝しております。

まだまだ不自由なことはありますが、子ども共々前向きに進んでいけます。

倉敷市真備地区豪雨被災直後






