2015 年 3 月号

西日本区強化月間
皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。
JWF 献金にご協力をお願い致します。
高瀬稔彦 JWF 管理委員長

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！
いよいよ来期に向けた準備が始まります。3 月
早々に会長・主査研修会が開催されます。中部部
長を中心に新会長様は時期に向けた準備が本格化
されると思います。本年は中部 EMC２００推進委員
会の発足元年で大きな成果がまだ見いだせない状
況の中、次年度への取組の重要項目にしてくださ
い！
3 月は西日本区事業目標（献金）の納期です。各
クラブにおかれましては献金の目的と１００％達
成を目指した取組をお願い致します。
第 18 回西日本区大会も登録受付が進んでおり中
部の皆様も積極的参加を頂き交流を楽しみましょ
う。昨年は中部より名古屋クラブ小谷

治郎ワイ

ズが奈良傳賞受賞されました。今年度も西日本区
から推薦の依頼が来ています。是非昨年に続き受
賞を！また西日本区大会実行委員会より今大会ユ

2014 年-2015 年中部

ースとワイズの交流を深め、今後ユースと共に歩
む西日本区活動の第一歩にしたいと考え、ワイズ

部長

大西

博昭

の集まりにぜひユースをお送りください。とのこ

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

とです。経済支援・・・このプログラムに参加す
るユースの参加登録費は 1 万円（通常の半額）
と致します。参加のための交通費、ホテル代など
は部やクラブに支援していただけるようお計らい
ください。次期へのより良い足固めになること願
っています。
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津クラブ(2/12
(2/10

火曜日)

18:30～

歓迎！入会式

木曜日)

18:30～

おめでとうございます！

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部特別例会

津クラブに入会頂きました若きワイズメンが誕生

名古屋ワイズメンズクラブ 3 月例会で今期中部

しました。薦田会長よりワイズバッジをつけて頂

EMC２００推進委員会で方針の一つに挙げています合

き入会式が終了！ワイズメンバーの一員として今

同例会の開催を予定頂きました！ テーマ

後の活躍を期待します！
２月度例

東日本大震災・原発事故で避難して
スピーカー

会では西

岡本

早苗氏（伊達市から名古屋市に避難）

日本区大

高橋

貴子氏（南相馬市から名古屋市に避難）

会登録の

日時：3 月 10 日（火）

18：30～20：30

場所：名古屋ＹＭＣＡ
35-16

件・津クラ

名古屋市東区代官町

ブ次期会

第一富士ビル 1Ｆ

長を現副
会長亀野さんが就任されることの確認等がありま
した。しかしながら残念な報告もございました。
津クラブでは会長も経験された芝山ワイズが一身
上の都合で退会された報告は残念なことです。例
会終了後は大山ワイズ歓迎会に出席させて頂き久
しぶりに津クラブの皆様と懇親を持たせて頂きま
した。

千賀会長の今期スタートから例会に対する方針が

金沢クラブ（2/19

立てられており特別例会にして頂きました。

木曜日）18:30～

まだまだ寒さ厳しい金沢の地に久しぶりの訪問

また５月にも合同例会を予定頂いております！

をさせて頂きました。今回の訪問は公式訪問では

情報を各クラブに発信頂き中部 EMC２００推進委

ありませんが今期二人目の入会式が開催されると

員会を盛り上げ行きたいものです。

のことで訪問させて頂きました。朝倉みゆきさん
入会おめでとうございます。末永いご活躍を期待
します。
また４月開
催されます
中部合同メ
ネット会は

２月度例会での卓話は今後のマナーに対して非常

山内メネッ

に役立つ卓話でした。

ト主査始め

卓話「五つの提言」冨田

尚子先生

金沢クラブの皆様には多大なご尽力頂きますお礼

伊勢冨田流礼法について普段何気なく済ませてい

と中部合同メネット会の成功への打合せ等含め訪

るマナー！我々が間違ったマナーをしていること

問させて頂きました。だんだんと金沢の土地が近

の恥ずかしさを感じさせるものでした。
「手みやげ

く感じるようになってきました！

の上書きのいろいろ」は本当に参考になりました。
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中部合同メネット会

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部特別例会

名古屋ワイズメンズクラブ 3 月

開催日時：2015 年 4 月 25 日（土）～26 日（日）
会場：金沢 彩の庭ホテル

例会のご案内

東日本大震災からもう 4 年が経とうとしていま

金沢市長田 2 丁目 4 番 8 号

す。多くの人たちのご尽力により少しずつ復興が

TEL

076-235-3128

なされている一方で、今なお復興の在り方、原発

参加費：25,000 円

事故への対応など問題は山積みであり、震災や原

プログラム

発事故から避難されているかた方の苦しみは癒え

4 月 25 日（土）

たとは言えない状況です。 震災から 4 年、この

15:00 受付

ことを風化させないためにも改めて震災や原発事

16:00 開会

故からの避難の現実を学び今自分に何ができるの

16:30 和菓子（上生菓子）をつくろう

かを考える機会を持ちたいと思います。

18:00 懇親会 料亭 石亭

テーマ
東日本大震災・原発事故で避難して
スピーカー

4 月 26 日（日）
8:00 朝食（ホテルにて）
9:00 礼拝 金沢の街を散策

岡本

早苗氏（伊達市から名古屋市に避難）

高橋

貴子氏（南相馬市から名古屋市に避難）

日時：3 月 10 日（火）

第３回チャリティーウォーク

18：30～20：30

場所：名古屋ＹＭＣＡ
35-16

11:30 解散

開催日時：3 月 28 日（土）10:00

名古屋市東区代官町

名古屋市役所駅③番出口集合（小雨決行）

第一富士ビル 1Ｆ

会費：1000 円

参加費：1000 円（盛岡 YMCA 宮古センター寄付）

夕食をご用意いたします。

お問い合わせ、お申し込みは名古屋クラブ

参加対象：名古屋 YMCA の連なる方、どなたでも
参加できます

千賀

名古屋 YMCA 会館（新館）池下を目指して歩きま

まで

す！

電話：09091727555

多くの方の参加を！

e-mail：otmasa1702@hotmail.co.jp

第 18 回西日本区大会にユース登録
西日本区理事

ワイズメンズクラブとは：ワイズメンズクラブ

松本

武彦

は１９２２年に米国オハイオ州で誕生して以来、

第 18 回西日本区大会実行委委員長

世界各国で数々の奉仕活動を展開してきました。

吉田

由美

第 18 回西日本区大会プログラム委員長

日本では１９３２年６月に設立され、70 年の歴史

江見

を誇っています。 １９９７年に、日本区は東日本

淑子

区と西日本区の２つの区となりそれぞれにワイズ

第 18 回西日本区大会にユースとワイズの絆を

メン活動を行っています。現在、西日本では８８

深め、交流し、互いに持てる力を出し合うプロ

クラブ約１６３０名が、世界では１７１１クラブ、

グラムを大事なコンセプトにアジア大会を前に、

３１，２０８名の会員が様々な活動を展開してい

ユースの力を終結する機会であり、西日本区と

ます。

しても今後につながる場を作りたいと考えユー

（チラシ抜粋）

スの登録を支援しましょう。
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諸報告・連絡事項

第 18 回西日本区大会

中部

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）
会

地域奉仕・環境事業

場：ハイアットリージェンシー大阪

各種献金ＣＳ／ＴＯＦ／ＦＦ／ＣＳ／

第四回中部評議会＆中部 EMC200 推進委員会

ロールバックマラリア献金

第一回中部評議会

ＥＭＣ事業
会員移動報告

日

時：2015 年 6 月 27 日 (土)

国際・交流事業

場

所：名古屋 YMCA

ＢＦファンド・ＦＦファンドの活動状況

議

題：

（予定）

１.2014~2015 年度事業報告
中部ＥＭＣ２００推進委員会

２.2014~2015 度会計報告および監査報告

各クラブ委員の選出と特別例会開催の連絡をお

３．2015~2016 度部長方針および事業計画(案)

願いします。

４.2015~2016 年度会計予算(案)
５.2016~2017 度中部部長
ホストクラブの確認

各クラブ会則の見直しをお願いします。

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）
次期会長・主査研修会
日

時：2015 年

会

場：チサンホテル大阪

会

場：ウエスティン都ホテル

3 月 7 日 (土) ～8（日）
名古屋ＹＭＣＡ本館移転のご連絡

第３回役員会・第一回準備役員会

４月１日付けで移転します。

日

時：2015 年

新会館

会

場：H ｸﾗｲﾄﾝ新大阪

4 月 11 日 (土) ～12（日）

〒４６４-０８４８

第３回中部評議会＆EMC200 推進委員会

名古屋市千種区春岡１丁目２番７号

メネット会

電話（０５２）７５７－３３３１

日

時：2014 年 4 月 25 日 (土)

FAX （０５２）７５７－３３３２

場

所：金沢

ﾒｰﾙ

彩の庭ホテル

石川県金沢市長田２丁目４番８号
電話

076-235-5111

中部評議会

13:00～

中部 EMC200 推進委員会

14:30～

メネット会

16:00～

夕食会

18:00～
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info@nagoyaymca.org

