2014 年 12 月号
宜しくお願い致します！

西日本区強化月間
Ｅは Extension（新クラブ設立）YES は、新クラ
ブ設立を支援する基金です。この基金で集められ
た資金の 2/3 は、集められたエリアに戻され、エ
リアの中で使われます。
河原
任

正浩

EMC 事業主

部長通信
主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を
今やってみよう！
今年もあと一ヶ月あまりと時の流れが非常に速

いように感じます。既に西日本区では役員研修会
が開催され各クラブでは次期会長様を決定頂く時
期になってきました。各クラブにおかれましては
クリスマス例会等年内行事に取組んでおられるこ
とでしょう。
中部におきましては第二回評議会が開催され評
議会では多くのご意見を頂きました。部長として
後期に向けて活動計画を考える評議会であったよ
うな気がします。
今期主題は将来を見つめた活動を今やっておかな
いと将来はメンバーの高齢化・クラブ活動の停止
に追い込まれると言った状況を見つめての活動で
す。クラブで行えないことは中部キャビネット（主
査・クラブ会長）他クラブの応援を受けてやれる
ことは最善を尽くすことです！それが今ではない
でしょうか？
今年度中部ＥＭＣ200 推進委員会が発足し、第二回
評議会・中部 EMC 推進委員会を経て後半に向けて
各クラブで特別例会（通常例会を特別例会に変更）
を開催してください。卓話講師の充実・EMC200 推

2014 年-2015 年中部

部長

大西

博昭

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

進委員の皆様の参加・一般ゲスト招致等各クラブ
でしてください！広報活動のあり方を検討くださ
い！案内状（例会チラシ）含め金銭的負担・人的
負担は出ますが将来への活動は不可欠です。
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名古屋 YMCA チャリティーラン(11/1)土曜日

名城公園

地域奉仕・環境事業

名 古 屋 YMCA

中部主査
名古屋グランパス

中村総主事の

早川 政人

挨拶でスター
しました。あい
にくの雨でし
たが多くの参
加者が参加されました。チャリティーランは心

2014〜2015 年も早やくも５ヶ月が過ぎ 今年度

身に障がいのある子どもを応援する目的で参加

ももうすぐ半分が来ます。

費はこの支援に使われ今年で２１回目の開催、

地域奉仕•環境事業 渡壁主任の事業主題
「SHIFT」変わろう、 CS を通して 新しい可能性

準備段階から

に挑戦しよう！

今ま

すべての運営

新しい可能性

はボランティ

主任の事業方針で SHIFT

での自分自身の既成概念を超えて

大変

アによって進

必要な事です。各クラブが 長年活動をしている

められること

地域奉仕•環境事業活動を各クラブが理解し、協力

は大変感謝す

をしながら大きな力にしていかなければと思って

べきことです。

に挑戦する。この事が

各ワイズメンに今

います。この活動が各クラブ歴史であり力です。

名古屋地区ワイズメンの皆様はみたらし団子・

時代が大きく変化している今、各クラブが刺激し

飲料水の提供・チャリティーランのスタッフ本

合い活動を発展させていきましょう。

当にご苦労

事業計画は CS 献金・TOF 献金・FF 献金の目標

様です。今後

１００％を目指しましょう。各種献金にご理解と

も継続して

活動を御発案ください。CS 資金を活用できる活動

支援できる

はクラブ・部にとっても大いに活用するようにし

ことは素晴

てください。それには献金目的をクラブメンバー

らしい！

が理解して日頃話題にしていくことが今期から次

広報活動含めワイズメンズクラブへの入会のき

期への計画を立てていく段階で非常に重要な事で

っかけになって頂く事を願います。

す。地域社会奉仕を CS 募金の運用・活動などを併

会長会

(11/6)

木曜日

南山 YMCA

せて西日本区から資金援助頂けるものです。また

名古屋５クラブ会長様始そして名古屋 YMCA 大

各クラブの献金状況をお尋ねしていきます。クラ

会実行委員各位の皆様・Y・Y ﾌｫｰﾗﾑ実行委員（山

ブで各種献金に対して工夫されています事等、ま

村Ｙサ事業主査）等多くの方が出席されました。

た献金に対してクラブのご意見等を寄せて頂きた

ＹＹフォーラム・第二回評議会第 1 号議案の

いと思います。継続の活動としてロールバックマ

説明をさせて頂きました。

ラリヤ献金も行っていますので 協力をお願い

今回ＹＹフォーラムは名古屋ＹＭＣＡ大会と同

します。2015 年２月は TOF・CS・FF の活動月間

日開催になった事もあり詳細に山村主査に苦労

ですので

をおかけします。ワイズの活動支援はＹＭＣＡ

各クラブで活動を呼びかけてくださ

い。

であることを考えると同時開催は良い結果が出
ると思います。
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第二回西日本区役員会

名古屋プラザクラブ（11/13） 木曜日

2014 年 11 月 8 日 (土) ～9 日（日）

名古屋 YMCA

ホテルクライトン新大阪

公式訪問は台風の影響・他クラブの公式訪問

松本西日本区

等で 11 月の公式訪問となってしまいました。

理事挨拶があり

例会は想念寺ご住職

活動報告があり

開催

ました。部長の

ように平面に物が最小の数字・木魚は・・・等

各クラブ公式訪

仏教に纏

問、趣向溢れる

わるお話

部会、評議会な

を面白く

ど充実した動き

話された

仏教での言葉

渡部観永様による卓話を
例えば「三」は三脚の

が見えます。今期の活動方針に沿って EMC シン

卓話です。

ポジュウム YY フォーラムの実施と共に各部独
自の親睦・奉仕活動も企画・実施しております。
東日本大震災支援や広島豪雨災害支援のための

例会では貴重な時間を頂き EMC 中部 200 推進

部会での献金活動のお礼がありました。

委員会に向けての計画またクラブの取組を説明

事業主任の活動報告・今後の活動計画・予定

させて頂きメンバーの皆様と意見交換させて頂

等詳細に報告がありました。

き基調なご意見を頂きました。

事案審議・協議
第１号議案
2014 年~2015 年度

四日市クラブ例会
第１回役員会議事録およ

び当該議事録の区報掲載の件

（11/20） 木曜日
四日市市文化会館

承認

第二回中部評議会にて懸案事項中部 EMC200 推

第２号議案

進委員化における具体的な活動と詳細について

2014 年~2015 年度

第２回役員会第２日の聖

再度説明に時間を取って頂きました。EMC 活動エ

日礼拝献金先の件

東日本区大震災復興支援

クステンショ

金に繰入れる。

承認

ンについて新

第３号議案
第１７回西日本区大会
余剰金処分案の承認の件

規クラブの設
会計決算報告並びに

立・EMC200 推

承認

進委員長を２

第４号議案

～３年継続して取組むことが必要ではないか等

第１９回西日本区大会開催日・開催場所・ホ

の意見を頂き意見交換が交わされました。また

ストクラブ等の決定の件

先月入会頂きました竹山安奈さんの卓話「私の

承認

第 5 号協議

活動

今期メネット事業国内プロジェクトの係る事

活動「Filipino Community」について話されま

業計画の見直しについて

した。今後フィリピンとの IBC 締結先の模索を

【同義】

改めて考える基貴重な卓話をして頂きました。

ユニバーサルフィールド及び SORD の各団体は
削除する。今後の献金活動は継続し献金先は速
やかに決定する。

承認
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名古屋東海クラブ

（11/21）

金曜日

ギャスライト氏（南山大学卒、名古屋大学大学院

名古屋 YMCA

生命農学研究科修了。ツリークライミングを利用

第二例会公式訪問

したセラピーを研究、日本と北米の文化を比較し、
国際交流、教育、子育てなどの講演やテレビコメ

協議事項・連絡事項の多い中時間を頂き公式
訪問となりました。クリスマス祝会・第 21 回名

ンテイターとし

古屋 YMCA チャリティーラン報告・ＹＹフォーラ

て活躍中。日本

ムと名古屋 YMCA 大会等多くの議題・連絡があり

にレクリエーシ

ました。公式訪問は中部 EMC200 推進委員会の今

ョナル・ツリー

後の運営について報告させて頂きました。多く

クライミングを紹介した。

の意見を頂く中で新事業を行っていくためには

＊名古屋 YMCA 大会開催に合わせ、参加する会員

資金は必要でありこれまでのワイズの概念にと
らわれず活動を検討する等の意見も頂きました。
第二回評議会に向けて意見交換をしていただき

リーダー・スタッフとともに学び、ワイズメンク
ラブの活動紹介を印刷物を配布し、各クラブ会長
の皆様を中部部長挨拶と共にご紹介させて頂きま

クラブの意見を持ち寄って頂きます。

した。

次期会長・主査研修会

名古屋 YMCA 大会
2014 年 11 月 29 日 (土) 14:00～
名古屋通信ビル
開会礼拝

日

時：2015 年

会

場：チサンホテル大阪

第三回中部評議会

讃美歌・聖書・説教

3 月 7 日 (土) ～8（日）

＆EMC200 推進委員会

メネット会

総主事挨拶及び事
業報告の後永年会
員表彰の後ユース

日

時：2014 年 4 月 25 日 (土)

場

所：金沢

彩の庭ホテル

石川県金沢市長田２丁目４番８号

ボランティア認証

電話

式がありました。

076-235-5111

第 18 回西日本区大会

ＹＹフォーラム

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）

2014 年 11 月 29 日 (土) 14:00～

会

名古屋通信ビル
名古屋 YMCA 会員及ワイズメン約 200 名参加

場：ハイアットリージェンシー大阪

第 26 回アジア地区大会

子どもたちの歌（南山幼稚園園児）によるオー

2015 年 7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）

プニング 特別講演：
「森が生きる勇気をくれた～

会

自然の中の子育ての大切さ～」を 講師：ジョン・
3

場：ウエスティン都ホテル

第二回中部評議会
2014 年 11 月 29 日 (土) 11:00～
名古屋通信ビル

2015 年 4 月 25 日（土）

第三回評議会

中部 EMC200 推進委員会

メネット会

金沢 彩の庭ホテル開催
中部部報発行

承認

年二回とし次回発行７月

第

承認

一

メネット事業

号

希少難病支援継続

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾌｨｰﾙﾄﾞ支援打切り

議

承認

第四回評議会・次期中部第一回評議会（6/27 土）

案

合同開

承認

中部 EMC200 推進委員会における委員長の選出・
委員会構成と運営の件

中部ＥＭＣ２００推進委員会

＊中部 EMC200 推進委員会委員長は原則中部部長

2014 年 11 月 29 日 (土) 13:00～

がとする（年度の第一回評議会にて決定する）

名古屋通信ビル

＊委員会構成員は会長とし各クラブ 1 名以上選
出する
＊中部 EMC200 推進委員会への運営財源は今後使
途・予算・詳細を見て検討する。
第二号議案
中部 EMC200 推進委員会主催で特別例会の開催し
EMC の推進をする

中部 EMC200 推進委員会は第二回評議会承認事

＊中部 EMC200 推進委員会にて特別例会の開催は

項の報告を踏まえ委員会を開催

現時点では行わない
本年度 7 月～10 月事業報告
＊別紙報告書にて
各事業委員会

事業報告

原則委員長は毎年評議会の承認を経て中部部が
中部部長

委員長となり各クラブ会長含め 1 名以上の委員

承認

を選出頂き取組むことを確認

承認

会員増強の為特別例会開催は各クラブで年間

Ｙサ・ユース事業主査

例会を特別例会として推進委員会が支援するこ

地域奉仕・環境事業主査

ととする。講師・チラシ等必要な経費は委員会

ＥＭＣ事業主査

の承認を経て各クラブで負担金を募り財源とす

国際・交流事業主査

ることを確認しました。

メネット事業主査

名古屋地区

中部部会会計報告

承認

神沢（YMCA かみさわ保育園）にて

チャーターを目指す！委員長を通年固定化して
推進委員会を運営する！自クラブを根本的に見
直しをして現状把握する！等多くの意見を頂き
ました。
委員の選出・特別例会開催に向けて 12 月末日ま
でに委員長宛連絡することを確認して閉会

諸報告・連絡事項
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