2014 年 1 月号

西日本区強化月間
クラブ→部→区→エリア超えた交流！国際組織
であるワイズの醍醐味です。IBC・DBC を通じ「出
会い→交わり→新（再）発見→自己研鑽」を体験
しましょう。
川本龍資 国際・交流事業主任

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！
新年あけましておめでとうございます。
昨年は何かとお世話になりありがとうございま
す。本年も宜しくお願い致します。
昨年までに 2 回の評議会を開催させて頂き中部
200 推進委員会開催、EMC シンポジューム開催、YY
フォーラム開催等皆様のご協力頂きありがとうご
ざいます。
各クラブでは次期に向けての新体制の準備、本
年度計画に沿ったワイズ活動に邁進してください。
中部では 4 月開催の第三回評議会＆中部メネット
会、各クラブ特別例会を中部 200 推進委員会によ
る支援等検討していきます。
西日本区では次期会長主査研修会・第三回役員
会・第一回準備役員会・第 18 回西日本区大会・第
26 回アジア大会・アジア地区ユースコンボケーシ
ョンと行事が予定されています。
中部部長として後半に向けて各事業主査と共に
総仕上げに取組んで頂きたいと思います。また各
種献金も目的・使途等を明確にして 100%達成にご
協力宜しくお願いしたします。中部 200 推進委員
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会からは、各クラブ例会を特別例会として開催し
てください。次回委員会では事例等を踏まえ討議
したいと思っています。開催のできない理由より
も開催する取組を前向きに検討ください。
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名古屋・南山クラブ合同 クリスマス例会
12/6 （土曜日）名古屋ガーデンパレス

中部書記

名古屋ガーデンパレスホテル内の教会にて、

四日市クラブ
郷戸

第一部礼拝よりスタートしました。讃美歌・説

正光

教そして入会式・祝会と進みました。

新年明けましておめでとうございます。
第1回中部評議会を皮切りに、中部部会、各部
部会、YMCA大会、ＹＹフォーラム等今まで以上
に多くのワイズメンと交流でき、とても有意義
な時間を過ごすことができました。
また様々な活動を通じ、中部の皆様のYMCAに
3 名の入会式が行われましたことは喜ばしい

対する大きな愛情をより強く感じました。

ことです。おめでとうございます。

大西部長の掲げる「将来を見つめたワイズ活
動」の方針のもと、深いご理解とご尽力下さっ

加藤様（公認会計士・税理士）鈴木様（まな

た主査の皆様、各クラブ会長、メンバーの皆様

ぶ歯科医院長）鈴木様（三河鬼頭鋼材（株）代

には心より感謝申上げます。

表）の三人の今後の活躍が期待されます。今年

上半期で印象に残ったものは、他部ではあり

度千賀会長が卓話を充実（3 カ月先まで卓話の内

ますが、長浜クラブ、京都トップスクラブにて

容を決定）してゲストの方が名古屋クラブに参

開催されたプラスワン例会に参加させて頂いた

加していただく手段の一つとして取組まれるこ

時の事です。

とが入会へのプロセスになっていることでしょ
う。

特に京都トップスクラブは単独クラブとして
８０人以上のゲストをお招きし盛大に開催され

祝会では和やかに開催され改めてゲストゲスト

ました。

紹介・新入会の 3 名の方の自己紹介等記念すべ

メンバー同士はもちろん多くのゲストとも親

きクリスマス例会です。またクリスマス例会を

睦を深めながら楽しんでいる様子を目の当たり

優雅に盛り上げに華を添えたのがバイオリン演

にし、更なる会員増強を感じさせると同時に、

奏でした。

自分を育ててくれた大好きなワイズをより発展

名古屋クラブの発展は西日本区理事故成瀬理

させて行こうという本気の思いを感じました。

事を支えられ現在は西日本区川本国際・交流主

是非中部においても、第２回評議会でも皆様

任、西日本区 LD 委員千賀様・そして次々期中部

の貴重なご意見を頂戴しましたが、中部EMC２０

部長川口部長へと期待されるクラブです。是非

０推進に向け、また将来のワイズを見据え今一

クラブ運営を活性化させてください。祝会参加

歩を踏み出して行ければと思います。

させて頂きありがとうございました！また参加
せれていましたゲストの方の入会を楽しみにし

後半も部としても各クラブも様々なプログラ

ています。祝会終了後はゲストの方含め二次会

ムが計画されています。

に！！！千賀会長様名古屋クラブ皆様ありがと

皆様と楽しみながら過ごせて行けたらと思い

うございました。

ますので、ご支援の程よろしくお願い致します。
本年も宜しくお願い致します。
1

四日市クラブクリスマス例会

クリスマスキャロル JR タワーズ 2014

(12/18) 木曜日

ロワレ 21

（12/23） 火曜日

名古屋駅 JR ﾀﾜｰｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ

名古屋駅 JR タワーズガーデンにて夜空に輝く
星のもと、クリスマスキャロルを歌いクリスマ
スをお祝いし、思い出に残る夜を・・・
一般参加者、YMCA 関係者含め約 100 名でクリ
スマスキャロルを歌い、多くの方が立ち止りク

名古屋クラブ

リスマスキャロルを聴きました。

千賀会長

少し寒さも

朝窓の外はホワイトクリスマス！
クリスマス例会にふさわしい祝会です！
ゲストに名古屋クラブ千賀会長・バイオリ
ン・ピアノ演奏で盛り上げて頂きました奥村さ
ん・井浦さんが参加頂きました。

ありましたが澄み切った名古屋の夜空に向かっ
てオープニング曲からクリスマスに代表される
曲「もろびとこぞりて」「きよしこの夜」「赤鼻
のトナカイ」を力強く楽しく聴衆者の皆様とも
一緒に歌いフィナーレとなりました。

塩川ワイズ・伊藤ワイズは
サキソホン演奏で祝会を盛り
上げて頂きました。
本年の祝会は欠席者が多く
これだけの企画をしていただ
きましたが少し残念です。会

これまで幾度となく練習を重ねられ毎年開催さ

員の充実を図り将来を見つめ

れ第 14 回目のクリスマスキャロルまた名古屋 JR

たワイズ活動を四日市クラブ

タワーズガーデンで開催できることに敬意を表

も同様考える時が来ています。

します。ワイズの皆様のご尽力に感謝です。

楽しいワイズ活動は EMC 活動の充実です。

小尾実行委委員長様始め関係者の皆様ありがと

今年中部 EMC200 推進委員会を継続的の盛り上げ

ございました。

て行くことです。
準備頂きました実行委委員の皆様本当にありが
とうございました。
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諸報告・連絡事項

次期会長・主査研修会

西日本区

日

時：2015 年

会

場：チサンホテル大阪

メネット事業

希少難病支援継続

3 月 7 日 (土) ～8（日）

支援先
東海大学医学部 基礎医学系 生体防御学領域

第三会役員会・第一回準備役員会

佐藤ユニット（佐藤健人

日

時：2015 年

会

場：H ｸﾗｲﾄﾝ新大阪

准教授）

中部

第三回中部評議会

4 月 11 日 (土) ～12（日）
＆EMC200 推進委員会

後期半年報締切

1/15

メネット会

後期区費納入期限

2/15

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

地域奉仕・環境事業

電話

各種献金ＣＳ／ＴＯＦ／ＦＦ／ＣＳ／

076-235-5111

第 18 回西日本区大会

ロールバックマラリア献金

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）

ＥＭＣ事業

会

10 月～12 月の EMC 報告

場：ハイアットリージェンシー大阪

会員移動報告
国際・交流事業

第四回中部評議会＆中部 EMC200 推進委員会

ＢＦファンド・ＦＦファンドの活動状況

第一回中部評議会
日

時：2015 年 6 月 27 日 (土)

中部ＥＭＣ２００推進委員会

場

所：名古屋 YMCA

各クラブ委員の選出と

議

題：

特別例会開催の連絡をお願いします。

（予定）

１.2014~2015 年度事業報告
２.2014~2015 度会計報告および監査報告
３．2015~2016 度部長方針および事業計画(案)

各クラブ会則の見直し

４.2015~2016 年度会計予算(案)
５.2016~2017 度中部部長および
ホストクラブの確認
６.2017~2018 年度中部部長選出
ホストクラブの件
７.部則の改定に関する件
８.2015~2016 年度中部 EMC200 推進委員長選出
９.その他
第 26 回アジア地区大会
2015 年 7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）
会
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場：ウエスティン都ホテル

