中原会長

Slow & Steady WEST

頭と PC を使わずに済む用件の時などが私の出番かなと考え

----ゆっくり着実に行動しよう----

ています。リーダーシップを取るなど考えは少しもなく皆様

三役・事業委員長の紹介！！

の足を引っ張る事なく楽しくメンバーやゲストが集える雰

副会長

河合久美子

囲気作りのお手伝いが出来れば幸いと思っています。

今期、副会長として私に課せられた
役割の意味は二つあるのではないか

会計

と思います。まずは、中原会長を補

今期、会計という大役を任せていただ

佐し、今期の目標実現に向けて、よ

くことになりました。メンバーと一丸

き相談相手となり、三役・役員会を

となって、会長標語 “Slow＆Steady”

はじめとするクラブ全体をまとめ、盛り立てていくこと。他

牧野

万里子

に沿って着実に、活気があり楽しいク

の役職と異なり、実務的な要素は少ないかも知れませんが、

ラブの運営を心がけていきたいと思います。今期は、例会も

だからこそ、自由な視点からの発想や、全体を俯瞰したもの

２回になり、各委員会の活動も活発になると思います。お金

の見方も可能になるかと思います。大いに意見を述べるため

の計算は、“Speedy＆Steady”に行い、しっかりと会長をサ

にも、自分なりの学習も欠かせません。目に見えないところ

ポートできるよう努力していきます。

での重要なお役目であると考えます。次に、次期に向けての
よき準備期間としていくこと。次期会長である自分を強く意

EMC 委員長

山下

太郎

識し、全ての事業、全てのクラブ運営実務に関して、中原会

本年度の EMC はとにかく「アクティブ

長を中心とした三役と行動を共にすることによって深く学

に動く」を委員会テーマとして絶対３

び、考える一年にしたいと思っています。より強いウエスト

８名までメンバーを増やすつもりで

となるよう、この一年間、気合を入れて取り組みますので、

す。人口が減ればその国は衰退するわけですからウエストク

ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

ラブにおいても今後の発展はメンバー増強が最大の課題だ
と思います。誰かが頑張れば良いという他人任せにせずメン
安平知史

バー全員が EMC 活動に動くことを推進していきます。目標を

今期、書記という大役を任命されまし

待って楽しくそして少しは数を意識した１年間にいたしま

た。どこのポストにおられても完璧だ

すので是非とも宜しくお願い致します。

書記

った、中原会長に迷惑をかけないよう
に松本書記に助けてもらいながら今

Ｙサ委員長

胡内順一

期一年間頑張ってみようと思います。

事業方針にも掲げましたが「ワイズメ

ワイズ入会 3 年目、すべての行事に参加出来ていませんでし

ンは、ＹＭＣＡの人々であり、ＹＭＣ

たが書記をすることにより益々ワイズどっぷり論になりそ

Ａのための人である」ＹＭＣＡ支援に

うで少し…汗；迅速で正確な連絡をモットーに、それからメ

あたって、ワイズメンズクラブの一ク

ンバーが携帯電話で例会予定、出欠状況がいつでもどこでも

ラブとして直接の奉仕を立案し実行すること。を引用してＹ

確認できるように携帯サイトも開設する予定です。中原会長、

ＭＣＡ活動への率先参加。人的、経済的、精神的支援協力。

メンバーのみなさん 1 年間よろしくお願いいたします。

そしてあらゆる機会をとらえてＹＭＣＡのＰＲに努める事。
と共に重要な事はﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞそのもののＰＲを前面に押

書記

松本

忠正

三役を引受ける力量ではない事は 100 も

し出しながら当期の計画を楽しみながら推進する様心がけ
て私の大好きなＹＭＣＡと協調して頑張りたく思います。

承知ですが、年の功と言うか、ｷｬﾘｱだけ
を買われ中原会長に引立てられたと思
っています。実務的な事は安平ﾜｲｽﾞに多
くを頼り、私なりに他の三役さんが急用で出席出来ない時や

環境委員長

市橋清太郎

今期の抱負 これまでより続いている CO2TAX を継続し、他
クラブへも広がるようにさらに発展させたい。環境家計簿は、

まず最初の 1 年分のデータを集め、今後の家庭での省エネル

ますが光栄だと思っております。牧野委員長のあと精一杯勤

ギー対策などを考える上での土台を築く。最近の小泉首相の

めたいと思います。又委員会として星野ワイズ､藤居ワイズ 3

発言でめずらしく世の為になる言葉

人でがんばります。

「愛知万博に弁当持込を許可すべき
だ」と「クールビズ推進！」。ウエス

ブリテン委員長

野々口

佳孝

トの例会でも「クールビズ」を導入し

今期ブリテン委員長をするにあたっ

たい。前述「クールビズ」を含め、手

て前河合ワイズの功績を讃えたいと

軽に取り組みやすい環境対策などを考えたい。などなど世間

思います。大変な作業を一人で行われ

的にも話題に上ることが多くなっている環境問題をワイズ

た結果、先の西日本区最優秀ブリテ

メンならではの取り組みができればと思います。ご協力宜し

ン賞を受賞されました。今期ブリテン委員長として、まず最

くお願い致します。

優秀ブリテン賞の名誉を汚さぬように！と思いましたが、ど
うも汚しそうです。しかし、皆様の暖かい応援を頂きながら

地域奉仕委員長

大西

光子

独自色も出せていければと思っています。ブリテンからの原

ベテラン松本委員長の後を受けて新

稿依頼は「はい、まかせなさい！」でお願いします。

米の何も知らない厚かましさ、皆さ
んびっくりですね。昨年からの案件

交流委員会委員長

森田惠三

もありますがまずは、8 月 28 日が予定されています。子供達

前年度における台北ダウンタウンクラ

もとっても楽しみにしています。皆さんのご協力を期待して

ブと鍾路クラブとの合同周年記念行事

います。“仲間と共に手をつなぐ和の地域奉仕”を目標にこ

参加というＩＢＣ交流の大事業が成功

の 1 年活動していきますのでどうぞよろしくお願いします。

裡に終わりホットしたところですが、本

皆さんのアイディアをお借りして何か新しい取り組みも出

年度も引きつづき８月のアジア大会に５名のメンバーで訪

来たらと思いは大きく･･･でも第一歩は「夏祭り」を成功さ

韓します。そして、出会いを重ねるごとに友情の深まりを感

せましょう。！！

じ、国際ワイズメンとしての自覚と誇りを高めることを期待
しています。一方、ＤＢＣ東京ひがしクラブから招待を受け
広報委員長

岩本敬子

ている８月１４日（日）の深川祭りには、優先的に未経験会

いったい何をすればいいのでしょう。

員の参加を大いに促して訪問し楽しい交流を図りたいと願

媒体に知り合いはいないし、どのよう

っています。

に、ｙｓをアピールすればいいのか？
悩んでいます。まずは、ウエスト用パ

ファンド委員長

島田

博司

ンフを諸先輩方の協力をえて、作る事が 1 つの目標です。HP

ポテトファンド及びみかんファンドを

は自信ありません。皆さんの力が必要です。ご意見等、よろ

中心にメンバーの皆さんの幅広いお知

しくお願いします。

り合いのいいファンド商品をお聞き、
提供していただき、次期会長の目標で
ドライバー委員長

桂

厚子

ある年 6 回のファンドを実施したいと

今期委員長をお引き受けして、身の引き締

考えます。そしてネットファンドの実施（私は実際に経験し

まる気がいたします。月 2 回の例会を、メ

てませんが）をメンバーの皆さんのご協力の下実施したい。

リハリを利かせて、厳粛にかつ温かな雰囲

そして各イベントにフリーマーケットに参加してファンド

気があって、とにかく来てよかった。

としたい。
（環境委員会との連携 リサイクル事業として）な

次が楽しみといっていただける例会運営をしたいです。私が

によりもファンドの個数をより多く確保する為にお知らせ

会長時に月 1 回に変更してしまった例会が、再び 2 回開催す

を早くして、事前に注文をいただく方に十分聞ける時間をと

るよというお話で、委員長として責任とプッレシャーを感じ

り、個数ＵＰをはかりたいと考えます。

メネット会長

中原

優子

メンのパートナーとして協同で、時

を繋ぎ、感謝し、祈りを捧げるひとときとなりました。
続く第２部では、「神戸、今もあなたとともに

阪神・淡路

には独自で様々な事業に積極的に参

大震災を通し

加し、ワイズで集う事の楽しさをた

て」と題したパ

くさんの人と共有したいと思って

ネルディスカ

います。リトセン・サバエ・徳義会・

ッションが行

DBC・一泊例会・環境家計簿・・・例年のようにメネット参

われました。

加の機会は盛りだくさんです。SO 支援にも多くのメネットさ

「震災当時」の

んに携わって頂けたらと思います。ぜひ一緒に参加して頂け

日本区理事（岡

ます様にメンからも優しくお口添え頂けると幸いです。今期

本尚男氏）・神戸 YMCA 総主事・神戸 YMCA 主事、それに現神戸

もメンと共に歩むメネット会をよろしくお願いいたします。 YMCA 名誉顧問の方々をパネラーに、震災当時、ワイズメンとし
て、あるいは YMCA としてどういう活動を行ったのかにつき、
役員会報告

**岩本敬子**

今出川 YMCA

それぞれの立場からお話がなされました。中でも、岡本元理事

6/9 立山期最後の役員会が YMCA 今出川で行われました。

の「クラブで楽しいのも良いが、いざという時に YMCA を支援

立山会長は終始ニコニコ顔で協議報告を順調に進めてまし

できないといけない。その為には財政的な基盤も必要」、名誉

た。その反対で、中原次期会長はやや緊張ぎみのように見え

顧問・今井氏の「震災を経験して、人間にとって大切なことは、

ました。（この時期は、引継ぎを前にして、新会長は大変で

モノが豊かになることではなく、人が人に寄り添うことである、

す。）奨学金積立については、時期の継続協議となりました。

という新しい価値観が生まれた。このような“寄り添って生き

中原期から変わることは、役員会は 7 時ｐｍから始まること

る文化”を創造するために、ボランティアの力を強くすること

と、例会会場が、リーガロイヤルホテルになることです。

が大切」という言葉が印象に残っています。未曾有の災害を振

皆様お間違えのない様に。

り返り、社会や生き方、ワイズのあり方を考える、今大会の趣
旨にふさわしい意義ある貴重な内容であったと思います。第３

第８回西日本区大会報告

**河合 久美子**
神戸ポートピアホテル

６月 11 日（土）〜12 日（日）、ポートピアホテルにおいて、
「神戸、今もあなたとともに」と題し、六甲部全クラブのホ
ストにて、第８回西日本区大会が開催されました。ウエスト
からは、メネット・コメットを含む総勢２３名が登録、これ
は京都部の中でも参加率が良かったほうでは？と思われ、改
めて自クラブの勢いと前向きなパワーを感じたのでした。
梅雨入りのため小雨が降る中、AM10:30 に武田病院前集合、
数台の車に分乗して出発、食事を済ませ定刻前に会場入りし
着席。第１日目、第１部の大会式典では、神戸華僑總會舞獅
隊による珍しい中国獅子舞にて神戸らしい情緒を感じなが
ら開始、緞帳が上がると西日本区役員や会長が勢揃いで、そ
の後、立山会長の堂々としたバナーセレモニー。続く各種挨
拶、祝辞においては、阪神淡路大震災から 10 年が過ぎたこ
とに言及がなされ、このタイミングに神戸で大会が開催され
ることの意味を強く認識した次第でした。メモリアルアワー
では、中瀬康平ワイズの写真がスクリーンに映し出され、ウ
エストの参加者全員にとって、心静かに、中瀬ワイズに意識

部の懇親会では、西日本区 866 名の参加者が一堂に会し、着席
形式にて食事と懇親を楽しみました。会場が広く、黙って座っ
ていたのではなかなか他クラブの人達と交流ができません。皆
さん積極的にお酒片手にあちこち遠征される姿が多々見られ
ました。途中、サンバチームの踊りで大きく盛り上がったよう
です（特に男性陣？）。終了後ポートピアホテルの一室にて、
ウエストのみの二次会を行い、岩本ワイズのお世話による宿泊
場所の新神戸「サンメンバーズ神戸」ホテルに移動、就寝。第
２日目は、例年のごとく主任報告、事業表彰、理事役員引継式
が行われ、ウエストの野田泰伸広報事業主任の堂々たる事業報
告を聞いた後、事業表彰では、ウエストは何と「ブリテン最優
秀賞」を頂くことができました。柴田理事より壇上で表彰を受
けられる立山会長のお姿は、一年間ブリテン製作に関わらせて
頂いた私としては感激のひとコマとして脳裏に焼き付きまし
た。理事引継式では、森田ワイズご夫妻が立会人の大役を果た
され、柴田理事から佐野新理事へ、無事にお役の引き継ぎがな
されました。大会終了後、桂ワイズのお世話にて、神戸市内の
中国料理店「燕京」にて昼食、解散となりました。大会を終え、
今年もまた、様々な気づきや感動、多くの人々との交流の記憶

を持ち帰ることができました。ワイズメンにとって、大会は最

ほどで、周りから鼻をすする音が聞こえるほどでした。細川

も楽しい瞬間のひとつであると言えるでしょう。立山会長、一

さん自身もやはり世界大会を達成された安堵感も手伝って

年間本当にお疲れ様でした。来年もまた皆でこぞって名古屋へ

か、目をウルウルとされながらお話されていたのが印象的で

行きましょう。次の大会を充実させるためにも、これからの一

した。日本での知名度の低さとの戦いであった最初の頃のご

年間、全てのメン・メネットがワイズに「どっぷり」浸かって

苦労も本当に沢山あったと思いますが、還暦を迎えられても

奉仕することが何よりも大切かも知れませんね。

スペシャルの為に自ら走られる姿はすばらしいの一言です。
今回の世界大会が本当に成功したと言えるのは 10 年後日本
の福祉ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰが良く変わっていたならこの大会が成功した
と言えます。とお話されていました。最後に石合主任のご配
慮によりうちの和弘が細川さんにお礼の花束を渡しました。

引継ぎ例会
6 月 18 日

**胡内

順一**

京都ガーデンパレス

第 25 代会長立山期から第 26 代会長中原期へ職務

を終えられた立山会長の労に改めて御疲れ様と敬意を表し
ます。想えばずーと前から例会中によく二人でいつ退会しよ
参加者：岩本・大西・桂・胡内ﾒﾝ､ﾒﾈｯﾄ・島田・立山ﾒﾝ,ﾒﾈ

うかなんて「ひそひそ」話してた事ありましたが、今や我が

ｯﾄ・中原ﾒﾝ,ﾒﾈｯﾄ・中村・野田ﾒﾝ,ﾒﾈｯﾄ・野田和弘ｺﾒｯﾄ・

ウエストクラブ会長職を見事になされた満足さに満ち溢れ

藤居・星野・牧野・森田・森田ﾒﾈｯﾄ・安平・山下・河合

たさわやかな笑顔にその頃の事ミジンも感じられなくワイ
ズ温泉の常連客で湯上りの心地よさを楽しんで日々ワイズ

第８回西日本区大会メネットアワー

野田

君子

6 月１１日に神戸ポートピアホテルで行われました、メネ

ライフを過ごされてこられた様に強く感じます。一年間あり
がとうございました。一段と鳴り響く今期最後の開会点鐘、

ットアワーに参加しました。ウエストからは、立山メネット

会長挨拶で幕を開け東京東クラブ鈴木会長のご挨拶も頂戴

会長、森田メネ、胡内メネ、中原メネ、そして私と息子の和

して寺井ワイズの司会に導かれ今回直前会長として立会人

弘でした。石合事業主任の今期国内プロジェクトの一つであ

を仰せつかり私も壇上へ、実によき緊張感に包まれて式辞を

るスペシャルオリンピックスにスポットを当ててみます。メ

読み終え次期中原会長の引締まった宣誓、公印引継ぎ、バッ

ネットアワーでスペシャルオリンピックス日本理事長の、細

ジ交換、ガッチリと硬い握手と共に会長職が引継がれました。

川佳代子さんの講演が行われると言うことで２２２名の登

ほっとされた立山会長へ子供たちより予期せぬ花束贈呈こ

録がありました。細川佳代子理事長には、何度となくお会い

れにはマイッタかな？クラブ表彰では牧野ワイズにウエス

しましたがいつも本当にパワフルな人で、障害があるなしに

ト大賞が授与されました。と共にこれまでウエストクラブを

関らず、同じ目線でお話をされてそして一緒に踊ったり、歌
ったりと見ていても、まわりが楽しくなるようなそんな空間
を造られる人です。今回は、世界大会の長野でのお話をされ
るつもりだったのですが、スペシャルを知られていない方も
おられましたので、「元へ戻る」で最初のスペシャルの出会
いからお話
をされまし
た。何度聞い
ても迫力あ
るお話は、そ
のシーンが
目に浮かぶ

支えてこられたチャーターメンバーに 25 周年の記念品贈呈、
感謝です。第二部は、皆さん御記憶の通りと致します。最後
に次期中原会長へ、ゆっくり着実に力まず会長職を楽しんで
頂ければ幸いです。

