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「将来を見つめたワイズ活動！」を
今やってみよう！
西日本区強化月間 国際・交流事業主任
国際組織であるワイズの一員として、世界の必
要を覚え、感謝を持って献げることで、ワイズの
発展を実感しましょう！

川本龍資主任

部長通信
9 月は各部にて部会が開催され各部会に出席さ
せて頂き各クラブの良さ・特徴・今年度に臨む各
事業委員・クラブ会長の方針は非常に参考になり
ました。多くの皆様が今期ＥＭＣ事業への取組は
全面に打ち出されていますが課題はメンバー全員
が共通の課題を思っていただくことだと思います。
主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を
今やってみよう！
主題に対して具体的な対策を中部の皆様の意見を
お聞きしながら進めていきます。第二回中部評議
会におきまして中部ＥＭＣ200 推進委員会で名古
屋地区にてクラブチャーターの件を議案に出した
いと検討中です。その為には、中部（名古屋地区）
で記念例会の開催を予定します。100 名例会を企画
しワイズ活動・ＹＭＣＡ支援等の理解を頂き入会
へと皆様と一緒に考えていきましょう。既存のク
ラブで毎回充実した卓話を企画されるのは難しこ

2014 年-2015 年中部

です。ゲストが例会に出席されてガイダンス等ホ
ストされる方の裁量の任されている気がします。

部長

大西

博昭

今期も 3 カ月が過ぎましたが、入会のあったクラ

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

ブは金沢クラブだけです。
（会員移動報告書より）
入会予定は名古屋クラブ・四日市クラブで近々予
定と伺っています。今年度ＥＭＣ200 推進委員会発
足は各クラブでクラブ活動の最重要課題にして頂
きたいのです。毎年開催されるクラブ行事にＥＭ
Ｃをさらにスキルアップさせてください
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六甲部部会

(9/6) 土曜日

関西学院会館

阪和部会（9/13）土曜日

和歌山ＹＭＣＡ

和歌山ＹＭＣＡにて開催された部会は実行委員
長より皆で手作りした部会と報告がありました。

中部書記 郷戸 正光

来賓のご挨拶・三木部長挨拶と進み会食・歓談

日本一綺麗なキャンパスを持つ関西学院大学の一
角にある、関西学院会館にて開催されました、第１３

第二部では各事業主任・事業主査の今期への思い

回六甲部部会に参加してまいりました。

を報告されました。ＥＭＣ事業は東北復興支援ツ

総勢約１５０人登録があり、女性が非常に多い印象

アー開催やメンバー150 名への推進・青年会員獲得

をうけました。 緑に包まれた閑静なセレモニーホー

等報告されました。続いてクラブ会長より今期方

ルで、第１部バナーセレモニー、理事そして神戸

針・活動計画の報告がありました。第三部メネッ

YMCA 総主事の挨拶がなされました。

ト事業

として取組まれ講演されました。会食・懇談はノ

第２部の講演では、関西学院大学の学長を歴任され
ました武田

国内プロジェクト「希少難病問題」を部

ンアルコールであったこともあり皆さん熱心に拝

建氏による「心の育ち方、育て方」のタ

イトルで、ユーモアたっぷりに１時間、非常に楽しく

聴された様な気がします。

そして興味深い話をしていただきました。

京都部会（9/14）日曜日
ANA クラウンプラザホテル京都

第３部の懇親会では、あえて席順は決めず、立食に
て思い思いの場所で親睦を深め合う非常になごやか
な雰囲気の中執り行われました。
オープニングには、関西学院大学の学生の皆さんに
よるフラ演奏が行われました。
こうして六甲部会はアットホームな空気で閉会致
しました。 六甲部の皆さんありがとうございました。

テーマは「行雲流水」自然現象・・・（禅語より）

南山クラブ・プラザクラブ合同例会（9/11）

部会参加者 475 名！活気あふれる京都部会！大ス
クリーン（会場全面）に映し出される映像は部会
を盛り上げました。

南山ＹＭＣＡにてリーダーの皆様が夏季プログラム
の報告、そしてワイズメンの皆様は労いの食事会を準
備頂き、リーダーの皆様の色々なお話で盛り上がりま

広島 YMCA へ寄贈 （京都部会にて）

した。

中部部会若松実行委員長・郷戸中部書記・早川中

ＹＭＣＡの活動は、リーダーの皆様方の尽力なしには

部会計・鈴木会長・塩川会計・竹中安奈さんが参

成り立ちません。時間を感じさせない荒川ワ イズの

加され広島 YMCA 寄贈は代表で高瀬直前理事・益

司会が印象的でした。

国直前書記へ目録の寄贈をしました。
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名古屋クラブ第二例会(9/16)

中西部会(9/20)

今期ＥＭＣ200 推進委員会の活動計画の報告さ

大阪キャスルホテル

大阪城の畔にある会場にて開催された部会は多

せて頂き名古屋地区でクラブチャーターする為の

くのワイズメンが集まり盛大に開催されました。

提案をさせて頂き諸先輩の皆様よりご意見を頂き

各事業委員会より主任・主査、そしてクラブ会長

ました。名古屋地区でクラブチャーターした経験

より活動計画等の報告があり本年度の意気込みあ

等の話や今後の自クラブのメンバー増強やゲスト

る報告！次にソプラノ歌手岡田さんの演奏曲が会

を招く為のクラブ例会になっているか等多くの意

場を盛り上げ、記念講演へと時間が流れました。

見を頂きました。千賀会長は 10 月～１２月までの

記念講演

「いのちに寄りそう」金城学院

学

卓話も出されＥＭＣへの積極的な取組を感じまし

院長がユーモアたっぷりに話され会場は笑いで盛

た。クラブの皆様が真剣にゲスト招いてください。

り上がりました。そのユーモアとは愛と思いやり

そして中部で例会を開催しワイズもチェンジエー

の現実的な表現だそうです。その後は懇親会で盛

ジングを目指しましよう。

り上がりました。

名古屋５クラブワイズ連絡会(9/17)

びわ湖部会(9/21)

大津プリンスホテル

名古屋ＹＭＣＡ大会開催「Ｙをもっと知って、
Ｙにもっと参加しよう」をテーマに開催説明を受
けました。三部構成で特に第二部ではＹＹフォー
ラム予定

琵琶湖湖畔にあるプリンスホテルにて部会が開

基調講演中では青少年教員・こども・

催されました。林部長の開会宣言・点鐘にて部会

スポーツ・野外活動をテーマに開催予定

開会！

ＥＭＣ２００推進委員会について名古屋地でク

記念講演「まるごと地域防災」

ラブチャーターの目標を提案させて頂きました。

関西学院大学

10 年後の各クラブの現状を考えるならば増員計画

神・淡路大震災から 19 年！共助が大事と言われて

なしには存続しません。存続しても名ばかりのク

きました。それから「防災」の大切さの講演を拝

ラブで存在するだけです。これらにことを踏まえ

聴し地域防災の大切さを学びました。懇親会は仰

第二回評議会におきましてチャーターの計画を議

木太鼓（仰木小学校児童）の優雅で迫力あるばち

題に提案します。これらを踏まえ第二例会にて訪

さばきは参加者を魅了したことでしょう。

問にて趣旨説明をさせて頂く旨の日程の調整をさ

特任准教授

松田

曜子様が阪

懇親会でびわこ部長次期部長坂井ワイズよりび

せて頂きました。

わこ部ネックレス構想で２～３年後にクラブチャ
ーターをされる旨の報告がありました。各部ＥＭ
Ｃの取組は必須に感じました。
2

中部部会収束に関する・実行委員会レポート

の成果であり、あらためて四日市一同メンバーを頼もしく

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区の第 18 回中部部会

感じました。

ただ散会時に際して、私が多忙の中で右往

を大西部長排出の四日市クラブがホストクラブとして催行

左往していてロビーに行けず、皆様に拝眉の上で御礼の挨

できましたことは光栄な事でありました。

拶を申し上げられなかったことを悔やんでおります。何卒

中部部会に御参会いただけましたメンバーは遠路・東日本

本文にてご容赦くださいませ。

区富士山部をはじめ、西日本区の理事「松本武彦」様を筆

末尾になりましたが、皆様に御協力いただきましたドア

頭に、九州部、西中国部、瀬戸山陰部、六甲部、阪和部、

プライスの収益金に部会で捻出した剰余 金を合わせた

中西部、京都部、びわこ部から多数の方々に御来臨いただ

￥137,000 円、ならびに災害時備蓄品非常食セット 12 箱を

き、中部 9 クラブのメンバーと合わせて登録数 160 名に届

広島ＹＭＣＡを通じて被災地へ寄贈させていただきますこ

く心ある人々の賑わいで部会を盛り立てていただけました

とを報告申し上げて、中部部会の収束の謝辞といたします。

ことに感謝申し上げます。 地元四日市市の市長・田中俊

本当にありがとうございました。

行様からご挨拶をいただけましたことも大変ありがたいこ
とで、今後の励みになりました。

実行委員長 若松芳弘〔四日市クラブ〕

また部会の前後の日々

は雨模様でしたが部会開催当日だけは幸いにも天候にも恵

次期役員研修会

まれました（一昨年ホストをした西日本区大会の時も開催

日

時：2014 年 10 月 25 日 (土) ～26 日（日）

両日だけ天気が良かったものです）が、今年の気候は、
「数

会

場：ホテルクライトン新大阪

十年に一度とか、観測史上初めてとか、今迄に経験したこ

第二回役員研修会

とのない豪雨」と叫ばれ、気象庁検討委員会が「８月異常

日

時：2014 年 11 月 8 日 (土) ～9 日（日）

気象」と命名発表した程で、日本の各地で甚大な被害が発

会

場：ホテルクライトン新大阪

生しております。 特に広島市安佐地区の土砂災害は多数

第二回中部評議会

の尊い命も一瞬に犠牲となられましたので、全会で黙祷を

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土)

捧げました。更に今後も「秋雨前線の猛威」
「スーパー台風」

場

所：名古屋逓信ビル

の発生が懸念されているところですので、各位も御留意さ

名古屋市中区大須

れますように進言を申し上げます。

受付：４Ｆ
ＹＹフォーラム

しかし異常気象のみならず、東日本大震災に劣らない東
海地震・南海地震の発生が何時発生してもおかしくないと

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土)

も言われている昨今です。そこで、もしかの時に備える自

場

所：名古屋逓信ビル
名古屋市中区大須

己防衛や、救援隊が到着するまでに地域が初動救援に当た
る時に役立つ知恵を蓄えるために「東日本大震災に学ぶ」

ＥＭＣ中部２００推進委員会

というテーマで、自衛隊の小田浩次 3 等陸佐に震災直後に

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土)

救援に被災地へ行かれた体験談を基にした御講演をいただ

場

所：名古屋逓信ビル
名古屋市中区大須

きました。 ご参加いただいたメンバーの多数から閉会に
あたり「大変良かった」「素晴らしい部会だった」と称賛

次期会長・主査研修会

の言葉を頂戴しました。中日新聞の三重県版にワイズメン

日

時：2015 年

ズクラブ中部部会の主旨や講演の内容が記事として掲載さ

会

場：チサンホテル大阪

れております。これも偏に皆様の御理解と御協力のお蔭で

第 18 回西日本区大会

あり、また四日市クラブの全員がタイムスケジュール分刻

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）

みの工程を台本通りに其々の役割を適格に臨機応変に推進

会

され、閉会予定時間を計画通りに全うできたことが何より
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3 月 21 日 (土) ～22（日）

場：ハイアットリージェンシー大阪

