2015 年 5 月号

西日本区強化月間
ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・
部・区での研修だけでなく、個人のスキルアプの
ため自己研鑽に励みましょう。
藤井久子ワイズリーダーシップ開発委員長
（神戸学園都市クラブ）

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 月は京都トップスクラブ 20 周年記念例会に出
席させて頂きました。また西日本区行事役員会・
中部行事第３回評議会・ＥＭＣ２００推進委員
会・メネット会等行事が多くありました。早いも
ので一年の活動を振り返る時期に来ています。そ
して次期に向けて各々新旧引継が行われる時期で
す。部長としてお願いしたいことですが、各クラ
ブで引継をしっかりやって頂きたいのです。理解
して次年度に向かうことは非常大切なことです。
西日本区・中部・クラブの継続行事が非常にたく
さんあります。西日本区では５事業の継続行事等
中部ではＥＭＣ２００推進委員会等多くの引継が
必要です。できれば書面にて活動報告を作成くだ
さい。そして引継事項も書面にしてください。口
頭で行う引継は数日経てば忘れてしまいます。
各クラブ会長は次年度計画に中部ＥＭＣ２００

2014 年-2015 年中部

推進委員会を念頭にＥＭＣ事業計画を立ててくだ
さい。今年度多くの時間を費やし取組んできた事

部長

大西

博昭

業です。ＥＭＣの活動を新たに見いだせない今

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

日々活動を通して見いだせる事はきっとあると思
います。しかし活動をできない理由で止めてしま
えば解決の道は見出せません。特にメンバー数が
減少する今だからこそ取組まなければいけません。
また違った目線でメンバー数の増員計画を検討す
るのも一つです。
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活動報告
京都トップスクラブ

西日本区役員会(4/11～12
(4/5

日曜日)

土・日曜日)

15:00～

設立 20 周年特別例会

京都トップスクラブ設立 20 周年記念例会はウェス
ティン都ホテルにて盛大に開催させました。座席に
はウエルカムメッセージが一人一人へ感謝の気持
ちのお迎えでした。現在クラブメンバー５７名で迎え
た 20 周年はワイズ歴 5 年未満の方が中心に実行部
隊で企画・運営されたとのことです。現在メンバーの

西日本区松本理事挨拶よりスタート

平均年齢は 46.6 歳で 35 歳～39 歳の年齢 15 名在

今期も残り 2 ヶ月あまりとなり各事業締切の時期

籍 30 歳代が全体の 3 割のメンバーです。

が到来し忙しい日々の活動になっています。

20 周年を迎え、沼津クラブさんと DBC 締結式を本

東日本大震災復興支援現地訪問・アジア会議・次

日開催されました。20 周年記念業行事は YMCA・

期会長主査研修会・YMCA 地球市民育成プロジェク

YMCA 国際福祉学校・他多くを寄贈されました。

ト報告会・西日本区会員増強活動等報告がありま
した。
各主任の皆様より各事業報告を受けました。
Ｙサ・ユース事業＝ＹＹファーラム申請 6 件（5 万
円支援）
・ＹＹファーラム 9 部洲別実施・Ｙサ資金
申請（九州・京都２・中部）4 件・AYC 京都への参
加要請その他
地域奉仕・環境事業＝ＣＳ資金申請の活動報告

順風満帆に見えるクラブですがチャーターから途

ＥＭＣ事業報告＝2014 年 7 月 1 日

中 14 名まで減少した時期を経て 5 年前からこのまま

9 月 30 日

でいいのか？もっと団結しないと！を繰り返し現在

1567 名

1596 名＋29 名 12 月 31 日 1588 名-8

博多オーシャンクラブ解散・西日本区大会各種表

のメンバー数で２０周年を迎えらました。

彰・年齢調査依頼・その他

多くのワイズメンバーがお祝いに駆けつけ、オープ

国際・交流事業＝日本ＹＭＣＡ大会出席報告・各

ニングセレモニーへと進み舞田会長の挨拶・ご来賓

クラブ評議会・EF 献金・ＢＦ・ＥＦ献金状況・今

紹介・ご来賓祝辞と進み懇親会へ！

後活動報告

私ごと！京都トップスクラブへは中部部会アピール・

メネット事業＝希少難病患者支援現状報告・支援

トップスクラブ２００人例会と今期は２度クラブ例会訪

金の使途は「東海大学

問をさせて頂きました。非常に勢いを感じ、また勉強

佐藤ユニット」下期も継

続支援

させて頂く事も沢山ありました。中部各クラブ共通す

各部長報告・議案審議・各委員長・委員報告・日

る課題はメンバー増強ができない事です。もっと多く

本ＹＭＣＡ同盟報告がありました。翌日書記・会

のクラブに参加し今増員と言った課題に取り組まな

計・事務教区・西日本区大会等の連絡・監事報告

ければ１０年後はメンバーの平均年齢が益々上がり

等で役員会終了！今回は第一回準備役員会と同時

クラブ運営に支障が出てくるでしょう！非常に参考と

開催で早や 1 年経過です！

なった例会でした！
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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

東日本大震災復興支援金 200 万円目標
現在 1,365,520 円

彩の庭ホテル

中部評議会

2015 年 6 月 27 日（土）

13:00～

第４回中部評議会・中部 EMC２００推進委員会
第 1 回中部評議会
第 2 回中部部報原稿締切日

6 月 19 日（金曜日）

6 月 27 日評議会で配布
監事報告

中部幹事

荒川

文門

閉会点鐘

中部部長

大西

博昭

中部 EMC200 推進委員会

第 1 号議案

14:30～

2015-2016 第 1 回中部評議会の日程の件 承認
平成 27 年 6 月 27 日（土）
2014-2015 年

第４回中部評議会

2015-2016 年

第１回中部評議会

第 2 号議案
西日本区大会ユース参加の件

取下げ

西日本区大会へのユース支援は取下げ
中部ＥＭＣ２００推進委員会の各クラブ委員
構成確認からスタート！各クラブ委員は会長が

修正議案
アジア大会ユース支援金拠出の件

兼任し東海（山村さん）四日市（近藤さん）犀

承認

川（平口さん）南山（小林さん）を確認

ユース参加支援金を中部として」最大 5 万円

今期各クラブのＥＭＣ活動に向けた合同例会

拠出する。（但し１人最大１万円限度）

の開催は、名古屋クラブが約 50 名の参加者で開
１

部長

事業報告

２

各事事業報告

中部部長

大西

催されました。第 2 回委員会では今期はクラブ

博昭

として年間計画が決定しており特別例会開催は

中部事業各主査

検討でした。ＥＭＣの取組は、一発逆転はなく
その他

日々地道な活動が必要だと思います。今後の各

2015 年アジア地域ユースコンボケーション

クラブの取組状況等意見交換しフェイスブック

第 18 回西日本区大会登録状況

を活用した例会のインフォメイション（グラン

第 26 回アジア地区大会登録状況
国際新事業「STEP For

パスクラブ）等沢山の意見を頂きました。

（488 名）

次年度に向けた取組！各クラブ現在次年度に

All」の件

EMC 事業主任より各クラブ年齢調査実施

向けた計画を立てて頂く時期でもあり次年度に

2015-2016 年次々期中部部長および

向けて入会を促せる特別例会を計画頂きＥＭＣ
２００推進委員会への意識づけを次年度してい

ホストクラブの確認

ただくことを確認して終了！

西日本区２０００推進チーム余剰金の件
2

中部合同メネット会

第 18 回西日本区大会

プログラム

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）
会

金沢にて合同メネット会開催

場：ハイアットリージェンシー大阪

4 月 25 日（土）

第４回

役員会

（9:00-10:00）

15:00

受付

第２回

準備役員会

（9:00-10:00）

16:00

開会

元理事懇親会

（10:30-12:15）

16:30

和菓子（上生菓子）をつくろう

年次代議員会

（10:15-11:30）

18:00

懇親会

メネットアワー

（10:15-12:15）

料亭 石亭

4 月 26 日（日）

登録受付

8:00

大会第一部（開会式） （13:15～

朝食（ホテルにて）

（11:30～

9:00 礼拝

大会懇親会

金沢の街を散策

フェローシップアワー （21:00～

11:30

聖日礼拝

解散

大会

（18:30～
（ 8:00～

表彰・引継ぎ式 （ 9:00～

閉会式

（11:00～11:40）

中部の皆様！多くの登録を宜しくお願い致しま
す！
第四回中部評議会＆中部 EMC200 推進委員会
第一回中部評議会
山内中部メネット主任より挨拶頂き、メネッ

日

時：2015 年 6 月 27 日 (土)

ト会がスターしました！中部では何十年ぶりに

場

所：名古屋 YMCA

開催されました。来賓では西日本区メネット主

議

題：

任

西村様がご出席いただき合わせてご挨拶頂

（予定）

１.2014~2015 年度事業報告

きました。金沢有名和菓子店の店主による和菓

２.2014~2015 度会計報告および監査報告

子作りで楽しく過ごしました！

３．2015~2016 度部長方針および事業計画(案)

夕食会＆懇親会

４.2015~2016 年度会計予算(案)

18:00～

ホテルより会場を移して手の夕食会

５.2016~2017 度中部部長

オープニングには素晴らしい笛の音を聴いて乾

ホストクラブの確認

杯へと進みました。

６.2017~2018 年度中部部長選出

時間を忘れ金沢クラブのメンバー中心に懇親を

ホストクラブの件

深めることができました。

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

