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国 際 会 長 主 題

“Y's Men with the World”
世界とともにワイズメン

アジア太平洋地域会長主題

Kim Sang-chae (韓国)

“Make a difference beyond the 100th”
100 年を越えて変革しよう

西日本区理事主題

“Challenges for the future” 未来への挑戦
羽ばたこう！２０２２年ワイズ１００周年に向かって！

中 西 部 部 長 主 題

大野 勉 (神戸ポートクラブ)

新山 兼司（京都トップスクラブ）

“Love your neighbor as yourself!” 「隣人愛を実践しよう！」
新生活様式時代の自己愛は、先ずは隣人愛から！

中西部部長

牟 大盛（大阪クラブ）

牟 大盛 （大阪クラブ）

ごあいさつ
暑中お見舞い申し上げます。昨年からのコロナ禍は、高齢者へのワクチン接種は進む一
方、変異種の猛威は益々勢いを増しております。このような中、我が中西部では評議会を年
3 回にし、部会とメネットアワーを今年は 10 月に開催の予定です。しかしながら、万一緊急
事態宣言に当たる場合は中止を余儀なくされることをご周知願います。ウイズコロナの時代に何とか例会などの諸行
事を閉ざしたくはございませんが、いわゆるクラスター発生だけは避けるべきとの考えです。一方では、今期は SDGｓ
を中心とした各分野の活性化と深化を進めるため、その他の行事は細心の準備をもって進めたく存じます。 また、
生活困窮の留学生支援は待ったなしといえますので、万一部会が中止となった場合でも、募金をよろしく願います。
各種行事に於いての強弱の持ち方は難しいと思いますが、皆様の英知をもってこの難しい時期を乗り切りたく存じま
す。
活動計画
1) SDGｓは、国連が提唱し、YMCA など多くの世界的な NPO 団体や企業が推奨しています、１７分野の
持続可能な改革と成長の「SDGｓ」運動を部内の各クラブの主軸的なＹＹ活動として導入するよう促し
ます。
2) 前期に再構築しました中西部 HP の継続活性化に努めます。
3) 新型コロナウイルスの終息時期を見ながら、早期に全ての諸活動の復活に努めます。
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部行事予定
1) YMCA サービス・ユース事業；チャリティラン・六甲山 YMCA 整備事業・YYY フォーラム等を推進し
ます。
2) 地域奉仕・環境事業；4 年間継続実施してきた植林事業の「ワイズの森、うなぎの森」事業は、中断し
ていますが、未来へつながる植林事業として継続を模索します。クラブ毎のＣＳ事業支援。
3) 7 月実施の EＭＣシンポジュームでの各クラブの会員増員計画の達成にご尽力願います。
また、このため再編成しました、中西部ＥＭＣ推進委員会へのご協力もお願いします。
4) 国際交流事業：各クラブ間の積極的な交流を推進。DBC 例会・ＩＢＣ例会・合同例会の実施。
5) メネット事業；区のメネット主任の活動方針の踏襲とメネット会の開催。

第 24 回(21-22 期)メネットアワー・中西部部会プログラム
《メネットアワー・部会は緊急事態宣言の場合は中止とします。》
2021 年１０月１６日（土）於；大阪ＹＭＣＡ会館２F 大ホール
・メネットアワー

司会：吉岡香代子メネット主査
奏楽：和田早苗（大阪なかのしま） １２：３０

・開会点鐘

牟 中西部部長

・メネットソング 斉唱

一

同

・部長挨拶

牟 部長

・来賓あいさつ

新山兼司西日本区理事
竹内芳江メネット主任

・中西部各クラブメネット会長 挨拶
・講演

各クラブメネット会長

『SDGｓとヘアー・ドーネーション』
副題：メネットのＳＤＧｓへの参画

講師：竹内芳江西日本区メネット事業主任（岡山クラブ）
・インフォーメーション
・閉会の祈り

保田圭子会長（大阪なかのしま）

・閉会点鐘

吉岡香代子メネット主査

１３：３０

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
・中西部部会 １４：００
司会： 植野正弘 大阪クラブ会長
奏楽：和田早苗（大阪なかのしま）
（第一部） 開会式典

―バナーセレモニー

―開会点鐘

牟 中西部部長

―ワイズソング斉唱

一 同

―聖句とお祈り

吉田 由美 直前部長

「詩編９６：１－３節」

―開会の挨拶

牟 大盛 中西部部長

―来賓挨拶

新山 兼司 西日本区理事
小川 健一郎 大阪 YMCA 総主事

（第二部）癒しとなつかしの歌『スぺランツア』

14:20－14:45
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（第三部）中西部５事業主査 今期活動方針発表

14:45―15:00

（第四部）講演『ＳＤＧｓ 沈黙の春を迎えないために』副題：ハチドリの一滴 15:00―15:40
講師：大阪ＹＭＣＡ統括本部・総合研究所 副所長 内山雅文（中西部担当主事）
（第五部） ・インフォーメーション
・YMCA の歌
・閉会点鐘
※ 聖 句

15:40－16:00
斉唱

一同

次期中西部部長 福島眞一（大阪土佐堀クラブ）

詩編 ９６編 １節―３節

次期中西部部長 福島 眞一 (大阪土佐堀クラブ)
身が引き締まります
次期中西部部長になる予定の大阪土佐堀ワイズメンズクラブの福島です。牟中西部部長が運
営する今期中西部活動に協力しながら、来期に向けての準備を怠りなくやっていく意向です。
今期の中西部はメンバーが 100 人を下回った危機的な状況でのスタートです。危機を脱出する
には特効薬はないと思っています。各クラブの活動の活性化と充実化が欠かせないと思っていま
す。一人一人がクラブに所属して良かった、充実していると実感することが大切だと思います。よろしくお願いいたし
ます。

直前中西部部長 吉田由美 （大阪なかのしまクラブ）
「ワイズ活動を牽引しよう」
2019 年末から世界を席巻した COVID-19 は、2020-21 年期には蔓延の緩急は有ったも
のの、終息には至らず、ワイズ活動を抑制し続けました。如何に活動を継続するか、又は
現状に則した行動を執るかの判断に迫られている今期の牟部長と各主査及びクラブ会長
です。その中で牟部長は「自然秩序に沿ったわれわれの諸活動に立ち返ること」と、活動
方針の中に明記下さいました。牟部長の元、隣人愛を持ってクラブメンバーを牽引し、活動を促進していきま
しょう。

中西部監事 掛谷 太郎 (大阪茨木 クラブ)
楽しみを感じ（監事）ること
本年度より監事となりました掛谷です。私が入会の時に牟中西部部長が「とにかく楽し
むことが大事なんだ」と激励の言葉をいただいたことを思いだします。今期、牟中西部長
のもと、このコロナ禍でもワイズの楽しみを見つけていきたいと思います。
評議会では、いろいろと建設的な意見を発言していき、実りある会議ができるよう監事と
して取り組んでいきたいと思います。
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中西部書記 清水 汎 (大阪クラブ)
私 清水 汎が、中西部書記として任務しますので宜しくお願いします。今年 4 月で 86 歳になり
皆さんのお役に立つか心配ですが、よろしくお願いいたします。300 名以上おられた中西部会員も
100 名切った状態となり少し心配ですが、継続が大事であり、皆さんと力合わせ活性化に尽力しま
しょう。日本も難しい時代に入っており、人びとは、迷いの多い時代に入っており、一人で生きてい
くより、人々が集まり、話し合い人生の生き方をお互いに学ぶことが重要な時代と思います。ワイズ
は、社会にＹＭＣＡ 支援に役立つことを目指し、YMCA も青少年育成、指導、弱者救済等社会
的に意義の高い仕事をしており、皆さんと力を合わせ尽力することは、自分自身にも意義あることと思います。

中西部会計 北村 友三 (大阪クラブ)
会計役を引き受けて
本来帳簿付けは苦手ですが、ワイズの仲間のために何らかの手助けになるなら幸いです。
引継ぎ時に懸念のあった繰越金をなるべく減らさないようにということで、コスト削減つ
まり費用の節約を優先的に考えておりますが、中西部はメンバー数の減少から部費のマイ
ナス傾向が続いております。各クラブのメンバー増員計画の数字をあきらめず達成してい
ただきたい、という思いは会計役からもこころから願っているところです。

中西部事務局長 石津 雅人 （大阪センテニアルクラブ）
ワイズは実に楽しい！！
コロナ禍で満足に活動ができないまま一年が過ぎ、今期に入りまして中西部内のいくつかの
クラブの例会に出席する機会に恵まれ、ワイズは実に楽しいと再確認させられました。 これか
らも例会に率先して出席し皆さんとともに楽しい時間を過ごしていきたいものです。今期、中西
部の事務局長の責任を頂いていますが、部内のクラブの皆様に情報をタイムリーに伝え
て行きワイズの楽しさを共有していきたいものです。

ＹＭＣＡサービス・ユース事業主査 西野 陽一 (大阪高槻クラブ)
ＹＭＣＡ・ユースとともに歩む
高槻クラブの西野です。Ｙサ・ユース事業主査は３度目になります(ひょっとしたら４
度目かも)。何回やっても十分に責任を果たすことができず、いつも反省ばかりです。今
期も同じことの繰り返しになるかも知れませんが、ワイズメンズクラブにとって不可欠
な存在であるＹＭＣＡ・ユースとの関係の充実・発展のために尽力したいと思っていま
す。ご協力をお願いします。
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地域奉仕・環境事業主査 谷 正一 (大阪西クラブ)

私の思い
新型コロナの話では、変異ウイルスや新薬の話、仕事のこと、今後の見通しなど 一喜
一憂する事が多くあります。ぶれない計画など 本当に難しく感じていますが、地域奉仕・
環境事業となりますとやはりマンパワーです。又「うなぎの森」事業というと、先の長い
話でスピーディーに 対処することは出来ませんが、まず木を植えて木の力を借りて魚の
生息環境を整えることは素晴らしく SDGｓ 理念(№15)にも叶っていますのでご理解と
ご奉仕をお願い申し上げます。

ＥＭＣ事業主査 清水 真一 (大阪茨木クラブ)
「新しい仲間作り」
ワイズ活動を楽しむ方法はたくさんありますが、何よりその楽しいことを多くの仲間と経験するこ
とが大切だと思います。楽しいことがあれば、人が集まり、仲間になってくれると思います。新型コ
ロナで集まることは難しいですが、同じ場所に集まらなくても楽しめる何かを見つけることが今最も
必要とされていることかもしれません。 経験豊かなワイズメンで知恵を絞り、ワイズの楽しさを発
信できるような体制を作っていきたいと考えています。

国際・交流事業主査 大村 肇 (大阪センテニアルクラブ)
標語「ワイズメンバーと交流で友達の輪を広げよう」
コロナ禍で直接クラブのメンバーと会って交流する事が困難ですが、リモート等で交流してく
ださい。また、IBC、DBC との交流についてもリモートという新しい方法を学ぶことが出来ました。
それを活用して交流を計画してください。今期は、大阪クラブが米国トレドクラブとの IBC、茨木
クラブが京都トップスクラブとの DBC 締結を計画されています。大変喜ばしいことです。こうした
新しい出会いがワイズ１００周年に向けて楽しみです。

メネット事業主査 吉岡 香代子 (大阪なかのしまクラブ)
メネット主査の今年度の活動ついて
主な活動内容としては「メネットのＳＤＧｓとヘアー・ドネーション」です。私は「ヘアードネーショ
ン」の活動があることを知りました。病気や事故で頭髪を失っている苦悩している子供たちがウィ
ッグにしておられること、私がいつも行く美容室の先生に聞きましたら、他にも活動されている
方々がいらっしゃることがわかりました。私が主査として竹内芳江メネット主任の活動を出来るだ
け協力しようと思った。
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中西部統括担当主事 内山 雅文 (大阪 YMCA)
「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
いつもお世話になっております。今期もどうぞ宜しくお願いいたします。SDGs まで１０年を切り
ました。コロナ禍で様々な制約を受ける中ではございますが、地球の全ての生物がサステナブル
な２０５０年を迎えられるかどうかの大切な１０年です。中西部と大阪 YMCA が協働し、社会の様々
な方々に共感していただけるような SDGs に則した働きができますように。

大阪クラブ会長 植野正弘
コロナに負けるな！！
私たち大阪クラブは、土佐堀会館のご理解・ご協力の下「ピンチをチャンスに－ＣＯＶＩＴ１９－と
共に歩む時代のワイズダム活動の推進」を掲げ、昨年から例会を中止することなく実施してきま
した。 本年度の活動目標は、HH 支援事業を始め、ウオーキングを通して高齢者の健康を維
持し（フレイル予防）、SDG’S の概念に則った市街の美化活動、ユースエンパワーメントと寄り添
った諸活動、更に、昨年度からトレドとのＩＢＣ締結や従来交流を続けているパサデナクラブとのトライアングル交流を
模索していきます。

大阪土佐堀クラブ会長 丹吾 礼
標語：70 年目の挑戦「70th year challenge！」
今年度クラブ会長に就任した丹吾礼です。大阪土佐堀クラブは昨年度 70 周年を迎えまし
た。コロナ禍で従来の活動が出来なくなりましたが、これは新しい活動を始めるチャンス
です。これからの 10 年を一緒に作りましょう。
今年度も毎月会場か ZOOM どちらかまたは両方で例会を行います。職業柄会場での例会には参加できない
方や、機器の都合で ZOOM に参加できない方も居られますが、土佐堀クラブへの関わりが日常の息抜きにな
れば幸いです。

大阪高槻クラブ会長 森本榮三

「生まれ変わろう大阪高槻クラブ」
我がクラブにとって現在行っているＹサ事業、地域奉仕事業は、決して中西
部の中でも見劣りすることがないと確信しています。会員が増えないままに、
ぬるま湯にどっぷり浸かって来た１０数年間、そのツケが来た今、高槻クラブ
にとって存続を考える正念場です。会員増強は一人がいくら頑張っても駄目で
すが、その一人が本気を出さないと無理です。来年５月に４０周年を迎えるクラブの立て直しが
出来ればと願っているところです。
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大阪センテニアルクラブ会長 中村 茂高
「グローバル時代の新しいクラブづくりを」
YMCA やワイズがもつ人脈と情報を生かし、クラブや部、区、国の枠を越え、新たなワ
イズの活動を模索していきます。運営目標としては、①ほとんどの例会を合同例会とし、他
クラブから多くを学び、②中西部と同調する SDGs の考えも積極的に取り入れ、③ハワイ・
ヌアヌクラブなどとの IBC 交流も継続し、わがクラブの持ち味の国際性と音楽の力を活用
し、他クラブも巻き込みながら実施します。

大阪西クラブ会長 湯浅 禎也
「初 心」大阪西クラブのこれから
コロナ渦の中、様々な事業が中止になり、社会活動も制約がかかり、私たちのワイズ活動、
YMCA 活動にも支障をきたしています、そんな中、今までと違う形それも一過性でなく継続的で
ある新しい活動の形を作ることを目標にしていきたいと思います。具体的には他の団体や地域な
どとの連携や YMCA 事業との連携等、自クラブだけでは動きづらい事業を探りたいと思います。

大阪茨木クラブ会長 野田将弘
メンバーに貢献できる活動を
当クラブはオンライン例会に対応しておらず、昨年はコロナ禍の中 5 回の例会を中止し、
今年度も 8 月例会を中止としました。こんな時だからこそ「メンバーに奉仕を求めるより、
会長がメンバーへの奉仕を」と考え、私がメンバー一人ひとりに何か貢献・お手伝いをし
てゆきたいと考えております。どこまでできるかわかりませんが、1 年間何卒よろしくお
願い申し上げます。

大阪なかのしまクラブ会長 保田 圭子
ずっと一緒に・・・新しい仲間とともに
先期はコロナ禍にふりまわされ、例会の中止を余儀なくされ、どんなふうに、例会をして一から
いいのか、右往左往した 1 年（半年）でした。例会日を変え、場所を変え、時間を変え、工夫しな
がら何とか前向きにいきたい、と思い、zoom での例会もできました。そして私たちずっと一緒にや
っていきたいね、と、こんな標語をかかげてみました。でも、現実は益々厳しい・・。かくなるうえは
(?)くじけず、今やれることを探りつつ希望を持ってやっていきましょう！（ちょっとカッコつけす
ぎ？？）
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