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2014/15 年度

西日本区理 事

高 瀬 稔 彦

ファンド事業主任

長 壽 和 子

ＢＦデレゲート（ＢＦ代表）募集のご案内

日ごろからのワイズダムに対するご奉仕に感謝申し上げます。
早速ですが、国際のＢＦＥＣＣ（ＢＦ支出委員会委員長）から、2014/15 年度のＢＦデレゲート募
集の詳細が参りましたので、ぜひご応募いただきますよう、下記のとおりご案内いたします。
記
○フルグラント（２～５週間 ＢＦ規定に定める費用全額補助）

BF 14/15- 03
アジア発

BF 14/15-04
アジア発

BF 14/15-05
アジア発

期間: 2014 年 8 月―9 月
目的:クラブ訪問－区大会参加
到着: ノルウェー、オスロ
出発:デンマーク、コペンハーゲン

受け入れ地域／区

期間: 2015 年 5 月－6 月
目的:クラブ訪問 – 区大会参加
到着: ブラジル、サンパウロ
出発:ウルグアイ、モンテビデオ
期間: 2014 年 9 月 / 10 月 (2 週間)
目的:部又は区の会議参加 (NCR)
到着: アメリカ合衆国ミネソタ州ミ
ネアポリス
出発: アメリカ合衆国ミネソタ州ミ
ネアポリス

Into Area/Region

ヨーロッパ/ノルウェー
/デンマーク

南米
Into Area/Region
アメリカ / 北中央区

○パーシャルグラント（BF 規定に定める費用一部補助）
アジア地域から 3 名

2014 年国際大会【インド、チェナイ】出席の一部補助 750 スイスフラン

BF 14/15－23～25
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
◎BF 代表応募に関する日程（フルグラント、パーシャルグラントとも） ※各日付は相手方到着日
●2013 年 11 月 1 日までに、完成された応募申請書式 BF-2 が区理事のもとに到着していること。
（同
様に、そのコピーが BFECC 及びアジアエリア会長に航空便で到着していること）
●2013 年 11 月 15 日までに、区理事は、提出された BF-2 をチェックし、署名済み BF-3 とともにア
ジアエリア会長に提出。
●2013 年 12 月 1 日までに、アジア会長は BF-3 を完成し BF2 とともに BFECC に提出。
●2014 年 2 月開催予定の MYM（年央会議）に、BFECC から選考結果を提出、承認。
以上ですが、応募される方については、区理事の BF-3 書類作成の関係もありますので、10 月
20 日までに区理事宛にご連絡ください。また、ファンド事業主任、理事事務局、及び区事務所におい
て、ご相談をお受けいたしますので、遠慮なくご連絡ください。
（BF-2 書式後掲）

2014－2015年度

BF代表応募スケジュール及び注意点
期

日

2013.09.01

作

業

内

容

備

考

BFECC（BF支出委員会委員長）から西日本区理事宛に
14/15年度BF計画と応募書式（BF2)及び推薦書式（BF3)到着。

応募者は、BF2書式を完成し、この日までに理事宛に提出して
ください。
2013．11．01
BF3書式作成のため、余裕を持って提出してください。
（できれば理事のBF3書式作成の関係で10月中旬まで）
2013．11．15

理事は、この日までに、応募者から提出されたBF2書類と
理事推薦書（BF3)をアジア会長に送達。

2013．１2．01

アジア会長は、この日までに、理事から提出されたBF2とBF3を
BFECCに送達。

2014.02

BFECCからMYM（年央会議）に選考結果を提出、承認。

コピー提出先
・BFEC委員長
・アジア会長

※各期日は、相手方到着日であり、発送最終日ではありません。厳守してください。

【注】
①応募希望者は、ロースター（40～42ページ）に記載するBF関係内規等にお目通しください。
②BF3書式作成に当たり、理事がすべてのワイズメンバーを熟知することは不可能ですので、
応募者及びクラブ会長において記載可能な部分（役員履歴・アピールなど）は記載し、
BF2の提出と同時に理事宛にご提出ください。
③BF2書式及びBF３書式は、西日本区ホームページ「資料庫」⇒「諸届け用紙」にもあります。

ＢＦデレゲート派遣の意義について
●ＢＦデレゲート（ＢＦ代表）は、国際から旅費を支給され、他地域・区を公式訪問する、いわば「ワ

イズの親善大使」とも言うべきものです。
●その応募には、①ＢＦ拠出額がアルフ・レイノルズ賞の第１レベル（クラブ１人当たりの貢献度が
ＵＳ＄５以上を達成していること） ②英語力があること、などが最低条件として求められます。
●一見、地域に根ざす各クラブには関係ないと思われるかもしれませんが、ワイズメン運動が国際
につながる存在であるかぎり、決して無関係とは言えません。将来の西日本区をリードしてくれる
有為のワイズメンを我々の手で育てることにもつながり、大きな意義があるものです。
ぜひ、この人ならと思うワイズメンに応募をお勧めください。
（2013－2014年度 ファンド事業主任

長 壽 和 子）

Y’S MEN INTERNATIONAL
(Please attach a visiting card or
address label and e-mail address)

BF2-1
Brotherhood Fund Delegate Application Form
□

Full Grant

□

Partial Grant

Please use typewriter – or write in BLOCK LETTERS.
To be filled in by all persons applying for a Brotherhood Fund grant, in duplicate .
1. REFERENCE NUMBER of proposed trip according to BF Delegate Plan (in order of preference):
1)
2)
(Only for Full Grant applicants)
2. PERSONAL INFORMATION
a) Name: (Family )
(Given )
______________ b) Age:
c) Sex: M / F
e) Address:
Country:
f) Telephone H: ___________________________
g) Fax:
h) Telephone O: ___________________________
i) E-mail: ______________________________
j) Will be accompanied on BF trip by:
k) Languages spoken: 1) Fluently:
2) Able to converse reasonably in:
3) Able to understand:
l) Occupation:
m) Member in Y’sdom since:
n) Home Club:
o) Number of members in Home Club:
p) Region:
q) Area:
r) Offices held in local Club, District and Region:
Former ICM ? Yes:___ No: ___
Office: ___________________ Year:
Office: __________________ Year:
Office: ___________________ Year:
Office:
Year:
s) Have you ever received Brotherhood Fund assistance before?
Yes ________
If yes, when?
How much?

No

3. CLUB INFORMATION:

Important! Must be answered by applicant and verified
by Regional Director from official records.
a) Did your club obtain an Alf Reynolds Award last year? Yes _______ No _______
b) Is local club fully up-to-date with its Regional/Area/International obligations?
(Reports, rosters and dues): _____________________________________________________
c) Brother Clubs (indicate names):

4. Explain your background and experience in the field of Y’sdom stated as the purpose of this particular
grant in the BF Delegate Plan:

* Send this form to your Regional Director, Not later than 1. November
* Send one copy to your Area President for information.
* Send one copy to BFECC( Tor Bäckman, Mörskomvägen 19,FI-06500 BORGÅ, Finland)

(Place and date)

(Signature)

BF2-2 (only for Full Grant applicants)
5. How many weeks are you prepared to travel? (Minimum 3 weeks – maximum 5 weeks): __________
If you are not able to travel for at least three weeks, state the reasons why:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. I will also prepare to give presentations at club meetings, etc., on one, two or three of the items below
in the listed priority. (1: Highest priority, 2: Second priority, etc.)
[ ] Examples of good and interesting club meetings
[ ] Special projects in local club, Region and/or Area
[ ] Extension – how can it be done?
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

Membership and Conservation – how can it be done?
Christianity in club life
Leadership training – how can it be done?
Importance of good communication. How do we do it?
Brother Club Triangle – its interesting aspects
YMCA and other club relations
____________________________________________________________________________

7. If time allows, I would also be interested in some “non-Y’sdom” experiences, with the understanding
that travel and related expenses (lodging, food, etc.) outside the official BF Delegate Itinerary, will not
be the responsibility of Y’s Men International or BF Travel Coordinators.

8. At what kind of meetings do you anticipate being able to speak about your Brotherhood Fund trip
experiences? (Club, District and Regional meetings, leadership training sessions, etc.) :

As a BF delegate I will be prepared to give presentations at club meetings on the stated purpose of the
BF grant, to write letters of introduction to my hosts as soon as they are identified by my itinerary, to
submit a written report on my travel within 30 days of completion of BF travel (Form BF5), and to
share my experiences and observations with clubs in my Region when possible.
9. APPROXIMATE TRAVEL COSTS for air travel and insurance of proposed trip:
I agree to the requirements of my BF grant and BF Delegate Plan No.

(Place and date)

(Signature)

1st choice:
2nd choice:

_____________

