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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

ワイズデーの広報をして、

ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。
加藤信一 広報・情報委員長

部長通信
11 月名古屋チャリティーラン始め中部・各クラ
ブでは多くの行事の予定があります。部行事はＹ
サ事業ＹＹフォーラムが開催されます。また第二
回評議会を開催します。そして第一回名古屋ＹＭ
ＣＡ大会が開催されます。ワイズメンズクラブ・
ＹＭＣＡ発展の為、皆さん是非参加ください。
主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を
今やってみよう！
魅力ある例会・メンバー増員に対して皆さんが
尽力頂くことが一番大切です。毎年の行事をＥＭ
Ｃ事業に一歩踏み込んだ企画にしてください。各
クラブ行事は素晴らしい！継続開催するのも大変
だと思います。積極的に推進され活動を活発に展
開され活動事例ができ情報発信していきましょう。
ＥＭＣ事業はこれだけの行事が開催できる！今皆
さんで情報を共有しメンバーを増員させましょう。
今年度中部ＥＭＣ200 推進委員会で中部特別例
会を開催しましょう。クラブ単位で例会の充実を
毎回毎回行うことは大変な労力が必要です。卓話
講師をお招きするのも金銭的負担です。中部９ク
ラブで資金をｷ拠出して年間２～３回開催しまし
ょう。規模も１００名～１５０名例会を開催しま
しょう。その為には資金も必要です。企画力も必
要です。皆さんが例会にゲストとご一緒に参加し
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てください。そしてメンバー増強に尽力ください。
名古屋地区でクラブチャーターを目指しましょう。
クラブ内で交流・親睦を継続するために今計画に
ご協力ください。
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YMCA サービス事業

長浜クラブＥＭＣ例会

ユース中部主査の重荷

(10/2 ) 木曜日

北ビワコホテルグラツィエ

（やっぱり大変！）
Y サ事業主査
名古屋東海クラブ
山村 喜久
今期がスタートして 3 カ月、11 月の YY フォーラムの準備に
頭を悩ませてきました。名古屋 YMCA が公益財団法人として再
発足し、会員総会に代わるものとして企画された名古屋 YMCA
大会が予定されました。年初計画した YY フォーラムの日程と
重なってしまいどうしよと思いました。言うまでもなくワイズ

ＥＭＣアワープラスワン例会に中部より澤瀬会

の活動は YMCA のよきパートナーとしての動きを期待されてい

長、三谷さん（金沢犀川）荒川次期中部部長・松

ます。ワイズメンズクラブにとって何よりも大きな仕事が Y

原会長（グランパス）後藤会長（プラザ）郷戸中

サ・ユースの事業であります。中部主査を受けた YMCA の会員

部書記さんと参加しました。長浜クラブより例会

の経験が浅い私に東海クラブや他のワイズの仲間が色々と助

のご案内を頂き中部役員・クラブ会長様、島崎Ｅ

言をしてくれました。名古屋 YMCA 大会の実行委員長の服部庄

ＭＣ事業主査へ出席の依頼をさせて頂きました。

三さんや名古屋 YMCA の中村総主事とも話し合い、名古屋 YMCA

中部ではＥＭＣ200 推進委員会主催で 2 月又は 3 月

大会のプラグラムの中の第二部として YY フォーラムを実施す

に記念例会の開催を検討していく為です。

る方向でまとまりました。今、名古屋 YMCA に限らず全国の YMCA

ゲスト参加２０名を含め１０８名での特別例

に集う若者が少なくなって幼児と老人の YMCA になってきてい

会！松本西日本区理事・遠藤次期西日本区理事・

ることです。ユースへの取組は喫緊の課題であると思います。

各部・各クラブより多く皆様が参加されました。

主査としての大きなプロジェクトは「YY フォーラム」です。

記念講演では公益法人京都府暴力追放運動推進セ

今回のテーマは名古屋 YMCA 大会のテーマ「Y をもっとしって、

ンター事業会長（京都府警本部

刑事部

Y にもっと参加しよう」です。記念講演の講師にジョン・ギャ

体）上原

スライト氏を迎え、
「森が生きる勇気をくれた～自然の中の子

表題でユーモアたっぷり講演されました。

外郭団

忠晴さんが「武蔵坊弁慶とあなたの輪」

育ての大切さ～」というテーマでお話をして頂きます。YMCA の

その後松岡ＥＭＣ推進委員長・吉村ＥＭＣ事業

取組む青少年の育成に大きな効果を生み出すプログラムに野

主査よりＥＭＣ事業への説明をされゲストの方へ

外活動・野外教育があります。名古屋 YMCA の「御岳・日和田」

入会説明されました。

「根の上」キャンプ場をもっと活用して、幼児だけでなくもっ

ヴォーリーズ・メモリアル in 近江八幡
10/18（日曜日）

と青少年の集えるキャンプ場になることも期待しています。ユ
ースの育成は YMCA の将来を担う次世代の若者が育つためには

滋賀県近江八幡へ八幡堀と近江商人屋敷の街並

最大の努力が必要です。南山クラブが取組むリーダーとの交わ

みと建築を見ながら散策！クラブハリエにてひと

り、グランパスクラブのキャンプリーダーへのサポートなど今

時の休憩！近江を満喫しました。

後も一層取組をお願いしたいと思います。また名古屋 YMCA イ
ンターアクトクラブは今、YMCA に集う高校生のグループとして
貴重なクラブである、ワイズメンの支援を期待しています。ま
た過去に YMCA のプログラムに参加したり、リーダーとして奉
仕した若者が Y から離れないようにする模索していきたいと思
っています。
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瀬戸山陰部会（10/4）土曜日

京都トップスクラブ 200 名例会

(10/8)木日

京都キャスルホテル

鳥取砂丘を育む源流の森！森林セラピーがふさ

ゲスト 81 名を迎えて 200 名特別例会！

わしい町にある廃校になった校舎を町起こしの一

京都トップスクラブがホストクラブで開催されま

貫で再生れた会場にて部会が開催されました。

した。舞田会長より開会点鐘にて開始！ゲスト紹
介では松本西日本区理事始め次期理事等多くの方
が参加されました。中部より島崎 EMC 事業主査・
川口国際・交流事業主査・中部部長・中部書記の 4
名出席しました。ゲストは一人ひとり紹介できな
いほど多くの参加です。京都トップスクラブ会長

1 校時～4 校時にプログラムで構成されています。

挨拶では入会目標に向けた例会で成功への導きを

1 校時は開会点鐘後、早川瀬戸山陰部長挨拶から始

強調され今期 30 名増員向け、参加された皆様への

まり来賓挨拶では松本西日本区理事が挨拶されア

入会と次回例会出席へのご案内と一期一会の大切

ピールタイムがあり、2 校時は山間地域の生き残り

さそして８１名のゲストは過去にはなかった。こ

「山の郷工房」藤原

和寛様が取組を説明されま

れだけの人数とふれ合いが」できる楽しい例会を

した。建設会社に勤務され定年を待たずに故郷に

体験していただき、お酒の交わしながらの例会を

戻られ現在の取組・活動を行っておられる方です。

楽しみましょうと挨拶されました。食事・マジッ

一度人口が減少傾向に傾くと減少を止める為には

クショー・委員会報告等が行われ盛大に例会が終

2 倍 3 倍の力が必要になります。若者の仕事が無く

了しました。

なり都心へ向けて移住に歯止めがきかなくなって
しまっています。私事ワイズのメンバー減少・平
均年齢のアップはこの講演と同じように感じまし
た。瀬戸山陰部も人数の減少・高齢化が抱える問
題、長くに渡って瀬戸山陰部より西日本理事を拝
命できないことも部会で話されたこととリンクし
ます。
「夢を持つことは実現への第一歩」と話され山郷

勢いのあるクラブは走り出しています。中部も

の美しい景色・やさしい心を次の世代に引き継継

クラブ単位で開催することができなければ名古屋

ぐ為の活動をお話しされました。

地区・金沢地区等開催していくことが大切だと痛

里山の良さも沢山発見しました。一つは民伯（家

感しました。各クラブゲスト参加もなく一年が過

庭宿泊）も体験させて頂きました。民伯を登録さ

ぎるのであれば年１～2 回部の行事として開催し

れておられる家庭は４０けんほどあり地元の話な

EMC 事業を積極的に取り組む計画が必要に感じま

ど多くを聞くことができました。

す。
2

名古屋グランパスクラブ訪問(10/21)木曜日

第二回西日本区役員会

今期は EMC200 推進委員会が発足し各クラブで

日

時：2014 年 11 月 8 日 (土) ～9 日（日）

今後の EMC 事業活動の取組について意見交換さ

会

場：ホテルクライトン新大阪

せて頂きました。第二回評議会にて提案させて
いただく議題について合わせて意見交換をお願

第二回中部評議会

い致しました。EMC 事業について多くの意見を頂

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土) 11:00～

きました。（抜粋で掲載）

場

所：名古屋通信ビル

3 年間タームでキャンペーンを検討

名古屋市中区千代田 2 丁目 15-18

充実した卓話を開催

受付：２Ｆ

会費が安くても入会につながらない

ＹＹフォーラム

お金をかけても入会を推進する

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土) 14:00～

年齢のギャップがクラブに出ている

場

所：名古屋通信ビル

日頃の活動をしっかりしつつ EMC に取組む

名古屋市中区千代田 2 丁目 15-18

情報の発信の工夫が必要
西日本区次期役員研修会

ＥＭＣ中部２００推進委員会
10/25・26

日

時：2014 年 11 月 29 日 (土) 13:00～

場

所：名古屋通信ビル
名古屋市中区千代田 2 丁目 15-18

次期会長・主査研修会
日

時：2015 年

3 月 21 日 (土) ～22（日）

会

場：チサンホテル大阪

第三回中部評議会
西日本区の次期へ向けてスタートしました。

日

時：2014 年 4 月 25 日 (土)

次期西日本区理事遠藤通寛より事業活動方針・

場

所：未定

主題「あなたならできる！きっとできる」

ＥＭＣ中部２００推進委員会

－生きる

しなやかに

さわやかに－

日

時：2014 年 4 月 25 日 (土)

事業別の方針・目標等次期に向けての準備と新

場

所：未定

役員の紹介がありました。

ＥＭＣシンポジュウム

次期役員研修会は松本理事より西日本区の現

日

時：2014 年 4 月 25 日 (土)

況報告・国際議員報告国際の現状を岡野アジア

次期会長・主査研修会

地区会長よりそしてアジア地区大会にむけて森

日

時：2015 年

田 HCC 委員長より盛り沢山の内容でスタートし

会

場：チサンホテル大阪

ました。

第 18 回西日本区大会

IYC 報告（インターン・ナショナル・コンボケ

3 月 21 日 (土) ～22（日）

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）

ーション）ではインド・チェンナイで開催され

会

た体験記は若い力・国際のユース体験は非常に

第 26 回アジア地区大会

感動しました。ワイズの支援をもっと多くのユ

2015 年 7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）

ースに支援を向けよう！

会
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場：ハイアットリージェンシー大阪

場：ウエスティン都ホテル

