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クラブ名 氏名 役職 評議会 表決者 合同例会 備考

広島 今坂　豊美 会長 〇 〇 〇

河野　光雄 部会計 〇 〇 〇

金子　敏郎 EMC事業主査 〇 〇 〇

大村　裕司 連絡主事 〇 〇

赤羽　克秀 EMC委員長 〇

高木　保男 クラブ会計 〇

藤川　洋 交流委員長 〇

益国　隆人 Yサ・ユース委員長 〇

堀尾　仁 広島YMCA副総主事 〇

安藤　徹哉 〇

末高　信行 〇

益国　トシ子 〇

山下　晴基 〇

山本　晶子 クラブ書記 〇

赤羽　秀美 〇

安藤　優子 〇

今坂　律江 〇

藤川　真澄 〇

山下　裕子 〇

福山 辛島　清孝 西中国部部長 〇 〇 〇

小松　邑司 会長 〇 〇 〇

沖島　均 部連絡主事 〇 〇

上久保　昭二 広島YMCA総主事 〇

上久保　美智子 メネット委員 〇

呉 赤坂　正隆 会長 〇 〇 〇

渡邊　悦司 部書記 〇 〇

田中　正海 Yサ・ユース事業主査 〇 〇 〇

西濱　正俊 連絡主事 〇

竹本　豊治 副会長 〇

清水　惠 地域奉仕・環境委員 〇

石田　勇治 ブリテン委員 〇

東広島 財満　洋策 会長 〇 〇 〇

谷本　秀康 国際・交流事業主査 〇 〇 〇 次期部長

佐々木　集子 地域奉仕・環境委員 〇

阿武　朋子 EMC委員 〇

岩国 後田　雅伸 会長 〇 〇 〇

津川　利博 副会長 〇 〇

津川　圭子 メネット事業主査 〇 〇 〇

岩国みなみ 中村　桂子 会長 〇 〇

國清　篤 地域奉仕・環境事業主査 〇 〇

佐竹　早苗 直前部長・部監事 〇 〇 〇

高瀬　稔彦 区財政監事 〇 〇

倉本　由香里 連絡主事 〇 〇
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第２回評議会・新年合同例会登録申込者



  

日時 ２０１８年１月２０日（土）　13：00～15：00 集合12：50

場所　 広島YMCA　　本館４０３号室

司会 渡邊　悦司 呉

1 開会点鍾 辛島　清孝 福山

2 ワイズソング斉唱 全員

3 評議会成立

4 開会挨拶 辛島　清孝 福山

5 上期活動報告・下期事業計画 西中国部部長 辛島　清孝 福山

6 上期活動報告・下期事業計画 Yサ・ユース事業主査 田中　正海 呉

地域奉仕・環境事業主査 國清　篤 岩国みなみ

EMC事業主査 金子　敏郎 広島

国際・交流事業主査 谷本　秀康 東広島

メネット事業主査 津川　圭子 岩国

7 上期活動報告・下期事業計画 広島クラブ会長 今坂　豊美

福山クラブ会長 小松　邑司

呉クラブ会長 赤坂　正隆

東広島クラブ会長 財満　洋策

岩国クラブ会長 後田　雅伸

岩国みなみクラブ会長 中村　桂子

8 議事

第１号協議：福山・東広島クラブかっせいかのための特別１００人委員会の開催

9 諸報告 西中国部部会会計報告

今年度じゃがいも収支報告

2018IYC参加者推薦のお願い

10 YMCAの歌 全員

11 閉会点鍾 辛島　清孝 福山

式次第

2017-2018年度　第２回評議会　プログラム

第１号議案:次期遠藤理事における次次期の理事候補の選出について

第２号協議：YYフォーラムの開催



 

２０１７－２０１８年度西中国部 前期活動報告 

西中国部部長 福山クラブ 辛島清孝 

【部長主題】 

各クラブと各部間の連携を強化し、力を合わせてワイズ活動を推進する 。 

お互いの知識や活動などの情報を共有し、クラブの発展に活用する。 

 

【活動方針】 

広 Y 野外キャンプ場の整備を契機として改めてワイズとユースが共に働き、遊び、楽し 

む環境を創り、青少年が明日のリーダーとなるための支援を行う。（理事方針） 

 

【 活動計画】 

・整備された野外キャンプ場の活用 

 ⇒ 延期  

・100 人委員会の継続 

 ⇒ 未実施 できるだけ早く開催する 

・メネット事業の支援 

 ⇒ ９月２９日（日）西日本区メネット月間例会 

⇒ １０月２８日（土）西中国部メネットアワー 

・新クラブの設立に向けての活動を継続する 

⇒ 未着手 

・部報の発行を継続する 

 ⇒ 未発行 ２月中に第１号を発行する 

・エゴマ収益事業委員会の設立 

⇒ 未着手 

・部の情報管理の IT 化－EMC 集計表・事業主査の活動報告・共有 BOX・スケジュール 

 ⇒ 未達成 

 

【前期を振り返る】 

 ９月１７日に予定していました雲月キャンプ場のピザ窯造り＆ＹＹフォーラムが残念なことに台風で中止と

しました。このプロジェクトにより雲月キャンプ場が部内のクラブのみならず地域の人々やユース、さらにＹＭ

ＣＡスタッフとの交流を深める場の１つとなります。そして大野理事の理事方針である「心身の健康づくりから、

クラブの健康づくりへ」のテーマに沿えると確信しています。日程をこの評議会などで再調整しましてご案内い

たします。 

１１月２３日に広島市中央公園で第１８回広島ＹＭＣＡチャリティランが開催されました。例年のことですが

豚汁の広島クラブメネット、およびぜんざいの呉クラブと関係者の皆さんがボランティア奉仕をされました。ま

た広島クラブのメネットは西中国部だけでなく、７月３０日第２６回ハノーバーＹＭＣＡ国際交流プログラムや

８月４日の第３９回広島ＹＭＣＡ国際青少年平和セミナーなど様々な国際プログラムでもお食事を提供されま

した。 

１月１日時点の前期 EMC 集計は入会者３名、退会者２名で在籍者８４名です。 

 

 



 

 

【前期プログラムの実施状況】 

＊部独自のプログラムだけでなく各クラブの OPEN 行事を含めます。 

７月 ８日（土）第 1 回評議会・EMC シンポジウム・懇親会 

８月１７日（木）４クラブ合同例会＆部長訪問 広島・福山・呉・東広島クラブ 

８月１９日（土）暑気払いクラブ対抗ボウリング大会 ホスト：東広島クラブ 

８月２３日（水）２クラブ合同例会＆部長訪問 岩国・岩国みなみクラブ 

９月 ２日（土）ピザ釜制作の準備作業 広島 YMCA 雲月キャンプ場 

９月 ９日（土）第９回チャリティゴルフ ホスト：岩国みなみクラブ 

●ＹＭＣＡチャリティバザーの共催または参加クラブ 

９月１８日（祝）福山クラブ ：焼きそば販売 

９月２４日（日）東広島クラブ ：お餅と「復興支援三陸わかめ」の販売 

９月２９日（日）西日本区メネット月間例会 ホスト：広島クラブ 

１０月 １日（日）広島クラブ、呉クラブ ：蚤の市、ビールの販売 

１０月１５日（日）岩国クラブ  ：綿菓子の販売 

１０月１７日（土）西条酒祭りＤＢＣ交流会 ホスト：東広島クラブ 

ＤＢＣの東京サンライズクラブから３名参加 

１０月２８日（土）メネットアワー 会場：RIM ふくやま 

１０月２８日（土）第１６回西中国部部会 会場：RIM ふくやま 

１１月１９日（日）ひかりコンサート 

主催…コンチェルト(福祉音楽及び就労支援をお手伝いする会)・岩国クラブ 

協賛…岩国みなみクラブ 

１１月２３日（祝）第１８回広島ＹＭＣＡチャリティーラン 会場：広島市中央公園 

１１月２６日（日）冬鳥観察会 ホスト：東広島クラブ 

 

【後期の予定】 

早急に日程を決定いたします。 

① 部長杯チャリティゴルフ大会 

② YY フォーラム 

③ YYY 交流会 

④ 「１００人委員会」 

  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

 

事業主査氏名：Y サ・ユース事業主査 田中 正海            

クラブ名：呉クラブ            

 

１．事業主題 

YMCA との協力のもと、ユースリーダーとの絆を図る。 

 

２．期間中(7 月～12 月)の活動計画と実施状況 

 

① ９月１６日～１８日  雲月キャンプ場にて YY フォーラム開催（理事、主任を招いて） 

  雨天のため延期 

② １０月１日  広島 YMCA チャリティーバザー参加 

③ １０月２９日 ワイズゴルフ大会（柳井カントリークラブ） 

  雨天のため延期 

④ １１月１９日 YYY 交流会 ボーリング大会・懇親会 （主任を招いて） 

  ワイズ・ユースの参加が少なく中止 

⑤ １１月２３日広島 YMCA チャリテーラン参加 

ぜんざい（餅入り）無料配布（５００食分） 

  

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

 

 

４．今後の活動計画 

 

① ９月の YY フォーラム開催日程の検討 

② YYY 交流会の開催の検討 

③ ワイズゴルフ大会の開催日程の検討   

 

 

 

５．その他（クラブへのＰＲ、他役員への要望等） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

 

       

事業主査氏名：地域奉仕・環境事業主査  國清 篤          

クラブ名：  岩国みなみクラブ    

１．事業主題 

地域に根ざした奉仕の実践 

 

 

２．期間中(7 月～12 月)の活動計画と実施状況 

（１）ＣＳ献金目標 1500 円/１人 

 （２）ＴОＦ献金目標 1400 円/１人 

 （３）ＦＦ献金目標 800 円/１人 

 （４）ロールバックマラリア献金の協力 

 （５）東日本大震災および熊本地震の復興支援の継続 

 （６）ＣＳ資金等の活用を支援する 

  協力要請を継続します。 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

（１）地域貢献または国際貢献としての献金活動 

 （２）災害に関する支援活動の理解と共有 

 （３）クラブ・部の事業支援および献金の推進と啓蒙活動 

  上記に該当する事案は発生していないように思われます。 

 

４．今後の活動計画 

  活動方針、活動計画に沿って、随時及び継続的に対応します。 

 

 

 

 

５．その他（クラブへのＰＲ、他役員への要望等） 

  



  

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

 

事業主査氏名： EMC 事業主査  金子敏郎           

所属クラブ名： 広島クラブ          

 

１．事業主題 

「実感を共有したい！参画の楽しさ！」 

 

２．期間中(7 月～12 月)の活動と実施状況 

●EMC シンポジウム ７月８日 広島 YMCA において、 三科主任を迎え、１時間３０分にわたり開催

した。 

 EMC 事業部のキャッチフレーズ、「Ｅ笑顔、Mみんなで C コミュニケーション」が発表された。 

西中国部からの出席者数／21 人 

● 部全体例会出席率／７月：62%(78.7%)、８月 59.3%(73.1%)、９月 63%(64.1%)、10 月 55.6%(78.8%)、

11 月 65.4%(67.9%)、12 月 58%(71.6%)  （ ）内は前年度数字。 

数字から判断すると、例会への出席率が昨年より下がっているのが気にかかるところ。 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

 （１）メンバー数の増加・維持の目的を会員で共通認識とする。 

    設定目標に対して、１２月末段階で、１名の増員となった。 

 

 （２）ボランティアとは何かを考える。 

    考える場の設定ができなかった。 

 

 （３）YMCAの活動をさらに深く理解する。 

YMCAのブランディング活動を通じ今後とも理解を深めていけるのではないかと考える。 

 

４．今後の活動計画 

初期の活動方針を実行に写したいと思う。 

 

５．その他（クラブへのＰＲ、他役員への要望等） 

同じ事業の役員を複数年、継続していくといいのではないか！役員の役割が少し分かったかなと思ったら、

任期が終わる感じがする。 

  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

   

               事業主査氏名：国際・交流事業主査 谷本 秀康            

クラブ名：東広島クラブ   

 

１．事業主題 

  国内に海外にワイズの輪を広げよう！ 各種ファンドに積極的に献金しよう！ 

 

２．期間中(7 月～12 月)の活動計画と実施状況 

(1) IBC, DBC 未締結のクラブに対して締結を呼びかける。 

  (2) IBC, DBC との交流行事の企画・実施を呼びかける。 

  (3) 疎遠となっている IBC, DBC との交流再開を呼びかける。 

 (4) 西日本大会、他部会への参加・交流を呼びかける。 

 (5) 部内他クラブとの合同例会の開催を呼びかける。 

 (6) 部内他クラブの例会に少なくとも 1 回は出席するように呼びかける。 

  (7) YEEP, STEP, BF, JWF の意味と意義を会員全員に周知し、積極的に各種ファンドに献金するよう呼びか

ける。 

 【ファンド献金目標額】 

   Y サ・ユース：2,000 円／1 人   EF: 1 口 120 CHF（スイス・フラン）合計 3,000 CHF 

  CS:  1,500 円／1 人            JWF:1 口 5,000 円 合計 50 万円 

   TOF: 1,400 円／1 人            RBM: 800 円／1 人 

   FF:   800 円／1 人            YES:  500 円／1 人 

  BF:  1,500 円／1 人            災害復興支援：2,000 円／1 人 合計 300 万円 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

  実施事業： 

  (1) 8 月 19 日（土）クラブ対抗ボウリング交流会。 

  (2) 10 月 7 日（土）西条酒まつり DBC 交流会。 

  (3) 11 月 26 日（日）冬鳥観察会 

    (4) 12 月 17 日（日）インターナショナル・クリスマスパーティー 

 

４．今後の活動計画 

  (1) 1 月 13 日（土）クラブ対抗ボウリング大会 

  (2) 2 月 25 日（日）冬鳥観察会 

  (3) 6 月 9 日（土）10 日（日）第 21 回西日本区大会 

５．その他（クラブへのＰＲ、他役員への要望等）  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

 

事業主査氏名：メネット事業主査 津川 圭子     

クラブ名： 岩国クラブ            

     

 

１．事業主題 

  新しい芽吹きのために手を取り合って繋がろう！ 

 

２．期間中(7 月～12 月)の活動計画と実施状況 

   ７月３０日 広島 YMCA 国際交流プログラム フェアウェルパーティー 料理奉仕 

   ８月 ４日 ピースセミナー ウェルカムパーティー 料理奉仕 

   ９月２９日 メネット例会 「杉本ルミ子 ジャズライブ／懇親会」 

  １０月２８日 西中国部部会 メネットアワー 

  １１月２３日 広島 YMCA チャリティーラン 「豚汁提供」 

  １２月 ３日 広島 YMCA ファミリークリスマス会 「手作りクッキーのお土産作り」 等々 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

  【活動方針について】 

 （１）例会、各事業に参加して横のつながりを持つよう呼び掛ける。 

 （２）ファミリー（メン・メネット・コメット）での参加を広げる。 

 （３）入会式にメン・メネット 夫婦での参加を呼び掛ける。 

  → 広島メネット会のご協力を頂きながら出来る範囲での活動を行えました。 

 

  【活動計画について】 

  今期も広島メネット会の皆さんを中心に計画通りに実施され、可能なものには一緒に活動を行い 

  ました。 

  部会開催時にメネットアワーも開催し、今期のメネット事業である子供の居場所や実情を学ぶ 

  ことが出来ました。 

  また、メネット事業の支援先はご講演をいただいた NPO 法人 こどもステーション（福山市）を 

  申請しています。 

 

４．今後の活動計画 

  例会や各事業に参加して引き続き繋がりを持つように努力します。 

５．その他（クラブへのＰＲ、他役員への要望等） 

  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名： 広島ワイズメンズクラブ       

会長名：  今坂 豊美     

１．会長主題 

「みんなで考えよう、未来への課題を。（あなたにとって、ワイズとは？）」 

         

２．期間中（7月～12月）の活動計画と実施状況 

《活動計画》 《実施状況》 

7月 ･広島 YMCA･ﾊﾉｰﾊﾞｰ YMCA国際交流ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに参加    ･7/30（GYF）フェアウエルパーティーの食事を提供  

8月 

 

･広島 YMCA国際青少年平和セミナーに参加 

･広島 YMCA「平和の灯ろう流し」に参加 

･8月納涼例会 

･8/4（YPS）ウエルカムパーティの食事を提供 

･8/6 参加 

･8/17 福山･東広島･呉･広島 4クラブ合同例会開催 

9月 ･メネット例会 ･9/29 メネット主催の「ジャズライブ例会」開催 

10月 

 

･広島 YMCAチャリティーバザーに参加 

･廿日市教会「愛とふれあいバザー」奉仕 

･10/1「のみの市」のお手伝い 

･バザー中止 

11月 ･広島 YMCA ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 2017に参加 ･11/23 2組参加 ＆「豚汁」作り 

12月 

 

・YMCAクリスマスセレモニーに参加 

･クリスマスリース作成・寄贈 

･広島 YMCA国際協力募金に参加 

･忘年例会 

･12/3手作りのクッキーをプレゼント 

･12/8病院や原爆養護老人ホームなど 11個所に寄贈 

･12/10 街頭募金に参加 

･12/14 忘年例会開催 

             

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

《活動方針・活動計画》 《進捗状況》 

 ・70周年行事に向けて ・5/12に 3クラブ合同例会を開催予定        〇 

 ・例会出席率向上に向けて ・平均出席率 64.2％（72.0％ → 60.0％）     ☓ 

 ・会員増強に向けて ・新規会員 1名（3月に 1名入会予定）        ☓  

 ・YMCAとの協働作業に向けて ・計画通り実行                                     ◎ 

 ・楽しいクラブづくりに向けて ・メネットの協力を得てなんとか                   △ 

             

４．今後の活動計画（1月～6月） 

  ・3月 15日（木） 広島 YMCAユース卒業式 

  ・5月 12日（土） 3クラブ合同 70周年記念例会（近江八幡、西宮、広島） 

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等） 

  ・3クラブ合同 70周年記念例会（5月 12日 ホテルヒューイット甲子園）への参加要請 

  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名：福山ワイズメンズクラブ        

会長名： 小松 邑司  

１．会長主題 

クラブの活性化と再生 

 

２．期間中（7 月～12 月）の活動計画と実施状況 

 （１） 新入会員の勧誘を継続する 

     部会で二科 EMC 事業主任から商工会議所へのアプローチのアドバイスを受けましたが、そ 

  の後まだ実施していません。飛び込みではなくて、綿密な準備の上で訪問したいと思います。 

 （２） 例会を実りあるものにする 

  実行できていません。福山在住者が少ないためスケジュールの調整に苦労しています。その 

  ため７月は第１回評議会を兼ね、８月と 11 月は合同例会を行いました。独自の例会と講話 

を兼ねたゲストをお呼びするのが難しい状況です。 

 （３） 西中国部部会を成功させる 

   100%の手作り部会でした。至らないところが多々ありましたが、他クラブと YMCA の皆様 

   のご協力をいただいて何とか形にすることが出来ました。決算も少しではありますが黒字と 

   なりました。厚く御礼申し上げます。 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

 （１） 入会案内書の内容を変える ⇒未実行 

 （２） 他クラブとの合同例会を行い、活性化のための意見交換を行う。 

     ⇒合同例会は２度行い、また進んで他クラブの行事に参加しています。 

      上久保美智子ワイズは広島ワイズのメネット活動に常時参加しています。 

8 月 19 日 東広島クラブ：暑気払いクラブ対抗ボウリング大会 

9 月 29 日 広島クラブ：ジャズライフ例会 

11 月 3 日 DBC 岡山瀬戸内クラブのバザーのお手伝い 

11 月 19 日 岩国みなみ・岩国：ひかりコンサート 

11 月 26 日 東広島クラブ：冬鳥観察会 

 1 月 14 日 東広島クラブ：新春クラブ対抗ボウリング大会 

 （３） 自クラブの例会に留学生やビジターを招く ⇒未実行 

 （４） 部および YMCA の行事に参加する 

   ⇒広島 Y・福山 Y バザー、チャリティラン、九州北部豪雨災害街頭募金、国際協力街頭募金 

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等） 

  協議案で提出していますが、「福山クラブ活性化の 100 人委員会」の開催を要望します  



 

           

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名： 呉ワイズメンズクラブ       

会長名：  赤坂正隆    

 

１．会長主題 

  ３K「交流の輪を広げ ワイズを楽しもう」 

   

２．期間中（7 月～12 月）の活動計画と実施状況 

 （１）自クラブ内の交流/ ９0％ 

        二次例会を通し毎月の交流を図り、又、ゴルフでの懇親等々。   

 （２）西中国部内の交流/ 20％ 

    ８月 納涼例会４クラブ合同例会に参加 

    ８月 東広島クラブ主催/ボーリング大会 

    ９月 南岩国クラブ主催/チャリティーゴルフ 

    ９月 西中国部主催/雲月キャンプ場の整備 

    10 月 西中国部主催/チャリティーゴルフ 

 （３）YMCA との交流/ 20％ 

    ７月 広島 YMCA ハノーバーYMCA 交流プログラムに食事を提供する。 

    10 月 広島 YMCA バザーに参加。 

    11 月 広島 YMCA チャリティーランにて善哉を提供する。 

       （善哉提供の為,コンフォレスト湯来にて餅つき、及び呉クラブ寄贈のピザ窯メンテナン                   

        スをする。）  

    １月 昨年 DBC を結んだ大阪泉北クラブよりのお誘いで、阪和部新年合同例会に４名参加し    

 た。    

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

 

４．今後の活動計画（1 月～6 月） 

  

  ３〜４月に雲月キャンプ場のピザ窯の最終工事。 

  ６月西日本区大会参加。    

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等） 

 

 

 

 

 



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名：東広島ワイズメンズクラブ 

会長名：財満 洋策      

 

１．会長主題 

  「楽しいワイズライフを」 

 

２．期間中（7 月～12 月）の活動計画と実施状況 

  8 月 19 日（土）東広島クラブ主催 クラブ対抗ボーリング交流会（賀茂ボール） 

  9 月 23 日（土）東広島 YMCA バザー用お餅つき（加藤直樹宅） 

   9 月 24 日（日）東広島 YMCA バザーでのお餅、野菜、チャリティー・ワカメの販売 

  10 月 7 日（土）西条酒まつり DBC 交流会 

  10 月 21 日（土）チャリティージャガイモ：荷受・配送 

  10 月 28 日（土）西中国部部会出席 

  11 月 23 日（祝）チャリティーラン：クラブチーム参加 

  11 月 26 日（日）冬鳥観察会 

  12 月 6 日（水）クリスマスリース作り：六方学園に寄贈 

  12 月 10 日（日）東広島市民クリスマス：受付担当 

  12 月 17 日（日）インターナショナル・クリスマスパーティー 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

  中止となった行事（11 月 12 日（日）みかん狩り）を除いては、ほぼ予定通り実施した。 

 

 

 

４．今後の活動計画（1 月～6 月） 

   1 月 13 日（土）東広島クラブ主催クラブ対抗ボーリング大会 

  2 月 25 日（日）第 2 回冬鳥観察会 

    3 月 31 日（土）～4 月 1 日（日）DBC 交流会（京都） 

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等）  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名：岩国ワイズメンズクラブ 

会長名： 後田 雅伸 

 

１．会長主題 

 

「ワイズライフを満喫しよう」 

 

２．期間中（7 月～12 月）の活動計画と実施状況 

新会員による講師例会を２回実施（９・１１月） 

ＤＢＣ交流会を区大会時に実施 

「ひかりコンサート」への協力（１１月） 

メネットアワーへの参加協力（１０月） 

 

 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

ワイズ理解が、なかなか進まないのが現状。 

ファンドの計画が崩れてしまい、会計上厳しくなっている。 

（岩国祭りの終日雨により収益が少なくなった） 

 

４．今後の活動計画（1 月～6 月） 

２月懇親例会、４月花見例会と続く機会をとらえて交流を深めていく。 

３月例会は、講師例会となっているが、新入会員にするか専門家による講師にするか会員のニーズに 

より進めていく。 

 

今期の活動は進めていくが、次期会長選任できない現状では、たとえ１２名在籍のクラブであっても 

存続は厳しい。 

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等）  



 

2017－2018 西中国部 活動報告（7～12月） 

クラブ名：岩国みなみワイズメンズクラブ        

会長名：中村 桂子      

 

１．会長主題 

   ENJOY!ワイズライフ 

 

 

２．期間中（7 月～12 月）の活動計画と実施状況 

   7 月…けん玉ワークショップ(岩国 YMCA／一般参加あり 30 名) 講師：けん玉協会岩国支部長  

   8 月…部長公式訪問(半月案／会員家族参加あり) 

   9 月…岩国市民公開講座(岩国 YMCA／一般参加あり 50 名) 講師：岩国市教育長 

   10 月…パティシエによるスイーツ講習会(岩国 YMCA／会員家族参加あり) 講師：地元洋菓子店店主 

   11 月…ワイン例会 

   12 月…クリスマス合同例会 

 

３．スタート時の活動方針・活動計画の進捗度 

   ①ワクワク楽しく、夢の持てる会にします。 

   ②個々に目を向け、その能力を引き出します。 

   ③ワイズを広く知っていただけるよう、広報活動をし、会員家族や一般市民も多く参加できる例 

会を企画します。 

 

４．今後の活動計画（1 月～6 月） 

   音楽家会員によるクラブファンドのためのコンサート開催 

   YMCA 学生、職員とのスポーツ交流会 

   地産地消の食事会 

    

 

５．その他（他クラブへのＰＲや他役員への要望等）  



 2018年 1月 27日 

2017－2018年度 

西中国部 評議会議長 

西中国部長 辛島 清孝殿 

                       提案者 所属・役名 部長                                            

     氏 名 辛島 清孝                                    

              西中国部 第２回評議会 議案・協議事項 提出書（〇印をおつけください） 

【第 1号議案】 

議案名    次期遠藤理事期における次々期の理事候補の選出 

議案内容  

  

提案理由 

  昨年７月８日に開催されました第１回評議会にて提出されました第５号議案 

「西中国部が理事選出の負託を受けた場合は、広島クラブから選出する」に 

  ついて、広島クラブの会長代理が一旦クラブに持ち帰り協議したのち第２回 

  評議会で報告するとの確約がなされました。 

  また１月１２日に西中国部長宛に岩本悟理事指名委員会委員長より標記の 

確認をしていただきたいとのメールが届きました。資料を添付いたします。 

＊次年度以降の理事決定者 

2018-2019年度 遠藤道寛ワイズ （阪和部・大阪泉北クラブ） 

2019-2020年度 戸所岩男さん （びわこ部・彦根シャトー） 

2020-2021年度 京都部から候補者あり  

 

 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ✔□決定 □（  ） 

緊 急 性  □緊急を要する □要しない ★  月  日までに解決の必要 

必要時間（  ）分 資 料（  ）出席を要請すべき人（         ） 

 

 

  



   

  

                          告示日：2017 年 12 月 01 日 

ワイズメンズクラブ国際協会 

西日本区 クラブ会長 殿 

西日本区理事 大 野   勉 

次々期理事候補者等指名委員会 

委員長 岩本 悟   

   

次年度における次々期理事候補者の推薦について 

   

 平素よりワイズ運動へのご奉仕に心より感謝申し上げます。 

 さて、このほど西日本区定款第８条にしたがって次年度における次々期理事候補者等指名委員会

が構成され、次年度における次々期理事（2020～2021 年度理事）候補者について立候補を募るこ

ととなりました。 

 指名委員会は、標題の件に関しましてここに告示いたします。 

クラブで立候補される方がおられる場合は、次の要領にしたがって立候補届出の手続きを進めて

頂きますようご案内申し上げます。 

 

記 

１． 望まれる立候補者の資格 

    西日本区役員（分割前の日本区を含む）の経験がある方。 

２． 届出の方法 

   「立候補届出書」・「会長の推薦状（書式自由）」をご提出下さい。 

（記載内容）① 氏名 ② 生年月日 ③ 住所 ④ クラブ名 ⑤ 写真 

⑥ 入会年月日 ⑦ ワイズ活動での経歴 ⑧ その他 

   （届出先及び期限） 

      届出先 指名委員会 委員長 岩本 悟 

         〒860-0056 熊本市西区新土河原 1-3-77-5Ｆ 

      期 限 2018 年 3 月 17 日（土）までに必着のこと 

※ 提出期限は上記の通りでございますが、事務手続き上 3 月 14 日(水)までに 

御提出下さいます様、お願い申し上げます。郵送とあわせて、e-mail にて 

御連絡頂きますと助かります。 E-mail: cfp-iwamo@spice.ocn.ne.jp 

３．写し（コピー）を指名委員である所属部部長へご提出ください。 

４．なお、立候補無き場合は、西日本区定款第8条第5項及び、『次々期理事等指名 

委員会内規』に基づき、委員会において指名を行うことと致します。 

＊ ご不明な点は、委員長岩本 悟（携帯 090-3601-0931）までご連絡ください。 

以上 

  



 

ワイズメンズクラブ国際協会 

西日本区「次年度における次々期理事」立候補届 

提出日     年   月   日 

次年度における次々期理事候補者（理事年度 2020 年～2021 年）として立候補いたします。 

                         署名                

候補者 

氏名 

 

部          クラブ 

ワイズに於ける現役職  

生年月日 

            年   月   日 

入会年月日 

    年   月   日 

現住所 〒    －      

 

電話     －   － 

FAX     －   － 

 

e-mail 

 

携帯       －    － 

職業・業種 

       

西暦年 月 ワイズ経歴（入会・役職・委員等） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

西暦年 月 YMCA 経歴 

 

 

  

メネット 氏名（フリガナ） 

             

立候補理由・所信 等（所属教会など） 

 

 

 

＊ 会長の推薦状を別紙にて添付してください。（書式自由）  



 2018年 1月 27日 

2017－2018年度 

西中国部 評議会議長 

西中国部長 辛島 清孝殿 

                       提案者 所属・役名 部長                                            

     氏 名 辛島 清孝                                    

              西中国部 第２回評議会 議案・協議事項 提出書（〇印をおつけください） 

【第 1 号協議】 

議案名     福山クラブ＆東広島クラブ活性化のための特別 100人委員会の開催 

議案内容  

  

提案理由 

この協議案は東広島クラブから了承をいただいています。 

両クラブは長年にわたり会員数で低迷が続いています。 

（但し東広島クラブは会員数は少ないけれど多くの独自プログラムを実施しています。）  

  クラブ内の現メンバーでは実績が上がらない現状を踏まえ、 

特別に 100人委員会を開催していただいて、両クラブへの具体的なアドバイスや 

支援をお願いいたします。 

 

 

 

    

 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 □決定 □（  ） 

緊 急 性  □緊急を要する □要しない ★  月  日までに解決の必要 

必要時間（  ）分 資 料（  ）出席を要請すべき人（         ） 

 

 

 

  



 2018年 1月 27日 

2017－2018年度 

西中国部 評議会議長 

西中国部長 辛島 清孝殿 

                       提案者 所属・役名 部長                                            

     氏 名 辛島 清孝                                    

              西中国部 第２回評議会 議案・協議事項 提出書（〇印をおつけください） 

【第 ２号協議】 

議案名    ＹＹフォーラムの開催 

議案内容  

 延期されました標記プログラムの日程や内容の決定 

提案理由 

  昨年９月１７日（日）に予定していました「ＹＹフォーラム」が台風のために延期 

  となりました。ピザ窯もまだ製作の途中です。改めて開催する日程はできる限り皆様 

  のご参加が可能な日で各クラブの行事を避けて選びたいと思います。 

また野村ワイズのご都合やＹＭＣＡの行事なども考慮しなければなりません。 

  部としては４月末－５月頭の連休中を候補にしています。雨天の場合を考えた日程を 

  決定したい。 

    

 

【アジェンダ資料】 ＊議案のタイプ及び必要時間は必ず記入してください。 

議案のタイプ □情報提供 □アイデアがほしい □問題解決 ✔□決定 □（  ） 

緊 急 性  □緊急を要する □要しない ★  月  日までに解決の必要 

必要時間（  ）分 資 料（  ）出席を要請すべき人（         ） 

 

 

【提出期限】 1 月 15 日（月）必着 複数の議案を提出する場合はコピーしてください。 

 

開催日：2018年 1月 27日（土） 会場：広島ＹＭＣＡ1号館 地下 ホテル実習室 

 

 

  



 

2017年10月28日（土）

収入の部

項目 人数 単価 金額 備考

メネット登録費 30 1000 30,000

部会登録費 86 7000 602,000

1 3000 3,000 山田滋己様

635,000

支出の部

項目 数量 単価 金額 備考 小計 備考

スタジオA 6 1,000 6,000

1 1,500 1,500 プロジェクターセット

1 100 100 電源

セミナールームA 3 600 1,800

1 600 600 当日１時間追加

2 1,000 2,000 アンプ

2 500 1,000 マイク

2 100 200 電源 13,200 部会・懇親会会場費

セミナールームB 2 400 800

1 400 400 １時間追加 1,200 メネット会場費

食事 85 4,500 382,500

食事追加 2 1,600 3,200

テーブルクロス 9 3,240 29,160

日本酒 2 3,491 418,351 食事

備後ばらバラ踊り隊 1 10,000 10,000 10,000 謝礼

お土産 30 670 20,100 くわいっこ 20,100 お土産

チラシ印刷 34,668 ふじ印刷

郵送料 16,350 51,018 広報費

横断幕 3 39,960 ミウラ 39,960 横断幕

名刺シート 1 399 399 399 名刺

クロスクリーニング 1 756 YMCAから借用 長テーブルクロス

学生アルバイト 7 1,000 7,000 スタジオ設営・撤去 7,000 アルバイト代

メネットお弁当代 30 940 28,200

メネット講師代 10000

メネット交通費 5000

メネットお菓子 35 5076 津川様に未払い 48,276 メネット関連

610,260 609,504

収支差 24,740 現金 29,816

第１６回西中国部会決算書　


