2015 年 4 月号

西日本区強化月間
ＹＭＣＡサービスＡＳＦ！ ワイズは、YMCA ス
タッフ、ユースと手を取って共に活動し共に成長
しましょう。
藤本

義隆 Ｙサ・ユース事業主任（阿蘇クラブ）

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！
４月～６月は各クラブにおける最終の事業活動
の時期に来ました。各クラブ会長様は今期目標に
向けて今一度自クラブを振り返って考えてみてく
ださい。次年度へ引継ぐにしても大切な時期です。
Ｙサ・ユース事業の活動は円滑に行われましたで
しょうか？名古屋ＹＡＣＡ市内中学校バスケット
ボール大会・名古屋ＹＭＣＡピースフルサンディ
ー・名古屋ＹＭＣＡチャリティラン・名古屋ＹＭ
ＣＡクリスマスキャロル in セントラルタワーズ等
多くの行事が開催されました。中でも第１回ＹＭ
ＣＡ大会は多くのワイズメン・ユースの交流がで
きました。ＥＭＣ事業は中部２００推進委員会を
発足元年中部の皆様にはご理解を頂く年になりし
た。会員増強を目的にクラブ全員で会員増強をし
ましょう。今期まだ増員ができていないクラブも
あります！名古屋クラブでは合同例会開催してい
ただき各クラブ増員に向けた例会を検討ください。

2014 年-2015 年中部

地域奉仕・環境事業も各クラブで地域奉仕活動を
積極的に実践頂きました。東日本大震災の復興支

部長

大西

博昭

援に取組みに感謝します。各種献金（ＣＳ献金・

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

ＦＦ献金・ＴＯＦ・ロールバックマラリア献金等
ご理解ありがとうございます。国際・交流事業は
今後ＤＢＣ締結・活動を積極的に行う！国際・西
日本区行事に積極的参加を頂きました。メネット
事業は金沢でメネット会が開催！多くのメン・メ
ネットの参加をお願いします！
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活動報告
名古屋クラブ

名古屋プラザクラブ(3/12
(3/10

火曜日)

木曜日)

18:30～

18:30～

特別例会
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 月例会にて今期中部
EMC２００推進委員会で方針の一つに挙げています合
同例会の開催いただきました！
テーマ 東日本大震災・原発事故で避難して

スピーカー

西日本区松本理事と第一例会に訪問！

岡本

早苗氏（伊達市から名古屋市に避難）

１月に後藤会長よりクラブ解散についての連絡を

高橋

貴子氏（南相馬市から名古屋市に避難）

名古屋プラザクラブ７名の同意として頂きました。
プラザクラブメンバーの年齢的問題や仕事上転機
にあるメンバーが居り全体的に体力・気力が萎え
て今後のクラブ運営に支障を来たし、またワイズ
メンズクラブ組織に迷惑を掛けることが想定され
るので全員の話し合いを重ねた結果「クラブ解散」
を決定された旨の連絡を受けました。松本理事は

福島県郡山市で原発事故現場より 60Km の所に 3

継続的活動を強く訴えられました。現在もワイズ

人で暮らしていて震災に遭遇！携帯は不通・連絡

活動をしっかりされており継続される事には、支

の手段が無く震災の恐怖は忘れられない！富山に

障を感じられるところは私自身まったく感じられ

避難し 3 週間後に福島に戻り生活は一変！娘は体

ませんでした。外部とクラブメンバーの思いは異

調不良を訴える！現在は名古屋で暮らす！

なると思いますが解散は非常に残念なことです。

夫婦と５人の子供と名古屋に避難！震災当日は

プラザクラブの皆さんで現在の事業老人ホームへ

4 人の子供と外で避難！毛布で暖を取りながら余

の音楽会・パレットキッズとのマス釣り会・陶芸

震に脅え夜になり家に入る！名古屋の兄より連絡

教室は今後も継続の方向で検討とのことです。

があり原発の恐ろしさを痛感し一週間かけ名古屋

三重ＹＭＣＡ幼児園卒園式（3/13 金曜日） 11:00

に子供と非難！（ガソリンが無い為避難の困難さ
を痛感）しかし名古屋に避難しても子供の病気
自身の体調不良・面倒を見てくれる人がいない中
自身も精神状態が悪化！愛知県被災者センターに
行ったことから自身の体調を徐々に取り戻す！
お二人の講演を聴き改めて被災の怖さを痛感し
ました。
卒園おめでとうございます！
大勢の保護者の方々と在園児に見送られての卒園
式でした！私事３人の子供がいますが２０年前の
記憶を思い浮かべながらの卒園式に感動しまし
た！
多くのワイズメンが参加した特別例会でした！
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四日市クラブ第一例会 （3/21

土曜日）18:00～

東海クラブチャリティウオーク

第３回チャリティーウォーク

次年度へ向けての一泊研修会

3･11 東日本大震災を決して忘れない！
開催日時：3 月 28 日（土）10:00
名古屋市役所駅②番出口集合（小雨決行）
参加費：1000 円（盛岡 YMCA 宮古センター寄付）
参加対象：名古屋 YMCA の連なる方、どなたでも
参加できます

開会点鐘・ワイズソング・会長挨拶と前半（食
事まで）は通常例会で開催されました。
研修内容は次年度に向けての四日市クラブ・各事
業への研修内容を中心に進行していきました。
次期会長

阪本則子ワイズより今後の予定とキ

ャビネット・各事業委員長・各事業委のメンバー
の報告がありました。また例会開催日の変更
第一例会を第二木曜日・第二例会を翌金曜日に

名古屋グランパスクラブの皆様を中心に 4 月

変更される旨の報告もありました。
（ブリテンの発

14 日に東日本大震災支援で東北へ行かれます。

行を毎月・月初に発行する為の変更）

その際に盛岡 YMCA 宮古センターへの寄付の贈呈

鈴木会長より一泊研修会について各事業活動の方

を行いＹＭＣＡ会館（新館）に向けてウォーキ

向性・先般開催されました西日本区会長主査研修

ング！！天候に恵まれ名古屋東区を散策・

会の報告も含め各事業の内容の趣旨説明！

市政資料館（官庁さんがお出迎えサプライズ）
桜は３分咲きでしたがきれいでした。旧豊田家
門・塀、カトリック主税町教会、善光寺街道、
建中寺、車道からＹＭＣＡ新館へ！途中鬼饅
頭・昼食にはこっそり焼肉を食べて久しぶりに
よく歩きました！毎日車での移動ですが、ゆっ
くり歩いていると本当に景色が違って見えるも
のですね～名古屋にこんな良いところがありま

今年度 4 月～6 月ラスト 3 カ月となり中部評議

たゆっくり歩いてみないですね～

会・中部メネット会・西日本区大会・アジア大会

名古屋 YMCA 会館（新館）池下を目指して歩き

の参加者等最終打合せ・登録等の確認で研修会を

ました！

終了しました。
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第３回役員会・第一回準備役員会
日

時：2015 年

4 月 11 日 (土) ～12（日）

会

場：H ｸﾗｲﾄﾝ新大阪

第３回中部評議会＆EMC200 推進委員会
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
電話

076-235-5111

第 18 回西日本区大会

中部評議会

13:00～

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）

中部 EMC200 推進委員会

14:30～

会

夕食会

18:00～

場：ハイアットリージェンシー大阪

第四回中部評議会＆中部 EMC200 推進委員会
中部合同メネット会

第一回中部評議会

開催日時：2015 年 4 月 25 日（土）～26 日（日）

日

時：2015 年 6 月 27 日 (土)

会場：金沢 彩の庭ホテル

場

所：名古屋 YMCA

議

題：

金沢市長田 2 丁目 4 番 8 号
TEL

（予定）

１.2014~2015 年度事業報告

076-235-3128

参加費：25,000 円

２.2014~2015 度会計報告および監査報告

プログラム

３．2015~2016 度部長方針および事業計画(案)

4 月 25 日（土）

４.2015~2016 年度会計予算(案)
５.2016~2017 度中部部長

15:00 受付

ホストクラブの確認

16:00 開会

６.2017~2018 年度中部部長選出

16:30 和菓子（上生菓子）をつくろう

ホストクラブの件

18:00 懇親会 料亭 石亭

７.部則の改定に関する件

4 月 26 日（日）
8:00 朝食（ホテルにて）

８.2015~2016 年度中部 EMC200 推進委員長選出

9:00 礼拝 金沢の街を散策

９.その他
第 26 回アジア地区大会

11:30 解散

2015 年 7 月 31 日（金）～8 月 2 日（日）
第 18 回西日本区大会にユース登録
西日本区理事

松本

会

武彦

西日本区大会実行委委員長

場：ウエスティン都ホテル

名古屋ＹＭＣＡ本館移転のご連絡
吉田

由美

４月１日付けで移転します。

西日本区大会プログラム委員長 江見

淑子

新会館

第 18 回西日本区大会にユースとワイズの絆を

〒４６４-０８４８

深め、交流し、互いに持てる力を出し合うプロ

名古屋市千種区春岡１丁目２番７号

グラムを大事なコンセプトにアジア大会を前に、 電話（０５２）７５７－３３３１
ユースの力を終結する機会であり、西日本区と

FAX （０５２）７５７－３３３２

しても今後につながる場を作りたいと考えユー

ﾒｰﾙ

スの登録を支援しましょう。
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info@nagoyaymca.org

