2015 年 6 月号

西日本区強化月間
今年度の活動目標がどこまで達成できたかを振
り返り、達成と未達成の原因を探り、この振返り
の精華を次年度への活動に活かそう。
松本武彦理事（大阪西クラブ）

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！
2014 年～2015 年一年間のワイズ活動に感謝申し
上げます。部長として活動が無事にできました事
は皆様のご協力あっての事本当にありがとうござ
いました。いよいよ最終月になり一年間を振り返
るとまだまだ道半ばです。今期は中部 EMC200 推進
委員会の活動元年でした。各クラブでメンバーの
増員を目的にスターとしました。会長始め委員会
の皆様といろいろ意見交換を行いながら４回の会
議を重ねてきました。しかし新入会員を迎えたク
ラブは４クラブでした。そして多くのドロップ（退
会者）を出しました。
最終的には一年間を通して中部のクラブメンバー
数は減少になると思います。非常に残念なことで
す。将来を見つめたワイズ活動を今やるべきだと
痛感しました！メンバーが減少することは言うま
でもなく各事業の活動ができなくなっていきます。
ワイズメンはＹＭＣＡを支援する目的すら達成す

2014 年-2015 年中部

ることができなくなることでしょう。
6 月は西日本区大会、7 月はアジア大会と大きな

部長

大西

博昭

イベントが開催されます。各ポジションで引継が

書記

郷戸

正光

会計

早川

直希

行われます。西日本区強化月間にもあるように目
標は未達成であった部分は次年度への活動に活か
していきましょう。
一年間の部長としての活動は微力ではございまし
たが皆様のご協力頂きましたことに感謝申し上げ
ます。
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西日本区役員の皆様・東日本区・西日本区各部

主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を

の皆様、中部部会に沢山の方々が登録頂きありが

今やってみよう！

とうございました。

＊中部評議会「年間 4 回開催！」

第１回中部評議会
2014 年 7 月 26 日 (土)

名古屋ＹＭＣＡ

第１８回中部部会にご尽力頂きました実行委員会
の皆様・四日市クラブの皆様ご尽力頂きありがと

第２回中部評議会
2014 年 11 月 29 日 (土)

うございました。

名古屋通信ビル

＊西日本区部会訪問

第３回中部評議会

六甲部会

2015 年 4 月 25 日 (土) 金沢

彩の庭ホテル

(9/6) 土曜日

関西学院会館

阪和部会（9/13）土曜日 和歌山ＹＭＣＡ

第４回中部評議会
2015 年 6 月 27 日（土）

京都部会（9/14）日曜日
ANA クラウンプラザホテル京都

名古屋ＹＭＣＡ

＊中部ＥＭＣ２００推進委員会

中西部会(9/20)

土曜日 大阪キャスルホテル

第 1 回ＥＭＣシンポジューム開催＆

びわ湖部会(9/21)

日曜日 大津プリンスホテル

瀬戸山陰部会（10/4）土曜日

中部 200 推進委員会
ＥＭＣ事業主査 島崎 正剛

2014 年 7 月 26 日 (土)

名古屋ＹＭＣＡ

中部郷戸書記同行部会訪問ありがとうございまし

第２回中部ＥＭＣ200 推進委員会

た！（感謝）

2014 年 11 月 29 日 (土)

＊部長通信発行

名古屋通信ビル

第３回中部ＥＭＣ200 推進

部長通信を毎月発行させていただきました。クラ

2015 年 4 月 25 日 (土) 金沢

彩の庭ホテル

ブ例会にて一読いただければとの思いです。

第４回中部ＥＭＣ200 推進

活動方針・活動計画・部長活動等を部長通信にて

2015 年 6 月 27 日（土）

各クラブ会長・事業主査・クラブメンバーに発信

名古屋ＹＭＣＡ

＊第 18 回中部部会

させて頂きました。

第１８回中部部会＆メネットアワー会（8/31）

各事業主任の皆様にもご協力頂き部長通信に合わ

今期のメネット国内事業「希少難病患者の支援

せて発信頂きありがとうございました！

についてのアピール！
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＊クラブ公式訪問・事業参加活動

＊各事業活動

京都トップスクラブ（7/9 訪問）

Ｙサ・ユース事業

金沢クラブ・金沢犀川クラブ（7/17 公式訪問）

ＹＹフォーラムを 11 月 29 日（火・祝）実施

長浜クラブ（7/24 訪問）

講師にジョン・ギャスライト氏を迎え「森が生き

名古屋グランパスクラブ（8/6）公式訪問

る勇気をくれた～自然の中の子育ての大切さ～」

名古屋東海クラブ（8/7）

を聴きました。各クラブＹＭＣＡ事業への積極的

公式訪問

参加を実施頂きました。7 月日和田キャンプ場エン
ジョイワーク・名古屋ＹＭＣＡ市内中学校バスケ
ットボール大会・名古屋ＹＭＣＡチャリティラ
ン・名古屋ＹＭＣＡクリスマスキャロル等
地域奉仕・環境事業
各種献金ＣＳ／ＴＯＦ／ＦＦ／ＣＳ／ロールバ
津クラブ（8/13）公式訪問

ックマラリア献金等を広く呼びかけていきました。

南山クラブ・プラザクラブ合同例会（9/11）

東日本大震災復興義援金を広く推進！名古屋グ

名古屋クラブ第二例会(9/16)

ランパスクラブを中心に第三回東日本区大震災被

名古屋５クラブワイズ連絡会(9/17)

災地応援ツアーを 5 月 12 日～13 日に陸前高田・宮

長浜クラブ特別例会 (10/2 )

古へ参加者２０名で訪問！名古屋ＹＭＣＡチャリ

ヴォーリーズ・メモリアル in 近江八幡 10/18

ティーウォーク献金を持参！名古屋ＹＭＣＡかみ

京都トップスクラブ 200 名例会

さわ保育園開設 1 周年記念コンサート開催園児ご

(10/8)

名古屋グランパスクラブ訪問(10/21)木曜日

父兄 40 名強の参加を頂きました。各クラブ多くの

名古屋 YMCA チャリティーラン(11/1)

事業開催していただきました。

名古屋５クラブワイズ連絡会(11/6)

ＥＭＣ事業

名古屋プラザクラブ（11/13）

中部ＥＭＣ２００推進委員会の活動

名古屋東海クラブ （11/21）

今期メンバーの増員の原動力とする。

名古屋 YMCA 大会 （11/29）

活動元年でしたが各クラブにおける意識改革は道

名古屋・南山クラブ合同例会(12/6)＆入会式

半ばです。エクステンション（新クラブの設置を

四日市クラブクリスマス例会 (12/18)

目標とする）今後は真剣に検討する課題を残しま

クリスマスキャロル JR タワーズ（12/23）

した。

名古屋クラブ

会の充実・出席率向上・部長公式訪問をさせて頂

(2/10)

きました。

津クラブ(2/12)＆入会式
金沢クラブ（2/19）＆入会式
名古屋クラブ

ＥＭＣ事業を理解頂く為に各クラブの例

国際・交流事業

各クラブに西日本区行事・部会・クラブ例会を

特別例会(3/10)

名古屋プラザクラブ(3/12 )

通して交流を積極的に呼びかを実施！国際・交

三重ＹＭＣＡ幼児園卒園式（3/13 ）

流主査より部会開催内容・各行事をタイムリー

四日市クラブ

に連絡！南山クラブ主催いもほり、グランパス

一泊研修会（3/21）

東海クラブチャリティウオーク(3/28)

クラブ主催東北支援ツアー・近江八幡クラブ主

京都トップスクラブ設立 20 周年特別例会 (4/5 )

催ウォーリス展等

名古屋クラブＤＢＣ例会(5/9)＆入会式

各クラブにてＩＢＣ・ＤＢＣの交流事業実施

三重ＹＭＣＡ幼児園バザー（5/30 ）

ＢＦファンド・ＦＦファンドの積極的募金活動
2

メネット事業

中部予定

中部合同メネット会

第 18 回西日本区大会

第１８回中部部会＆メネット会（8/31）

2015 年 6 月 13 日（土）～14 日（日）
会

場：ハイアットリージェンシー大阪

第４回

役員会

（9:00-10:00）

第２回

準備役員会

（9:00-10:00）

元理事懇親会

（10:30-12:15）

年次代議員会

（10:15-11:30）

メネットアワー

（10:15-12:15）

登録受付

（11:30～

大会第一部（開会式） （13:15～
今期のメネット国内事業「希少難病患者の支援に

大会懇親会

ついてのアピール！

フェローシップアワー （21:00～

NPO 法人「希少難病患者支援事務局（SORD）」の方

聖日礼拝

も同席され幅広い情報をいただきました。

大会

金沢にて合同メネット会開催 4 月 25 日（土）

閉会式

山内中部メネット主任より挨拶頂き、メネット

中部の皆様！多くの登録を宜しくお願い致しま

会がスターしました！中部では何十年ぶりに開

す！

催されました。来賓では西日本区メネット主任

第四回中部評議会＆中部 EMC200 推進委員会

西村様がご出席いただき合わせてご挨拶頂きま

第一回中部評議会

した。

日

時：2015 年 6 月 27 日 (土) 13:00～

場

所：名古屋 YMCA

議

題：

中部合同メネット会

4 月 25 日（土）

金沢にて合同メネット会開催

（18:30～
（ 8:00～

表彰・引継ぎ式 （ 9:00～
（11:00～11:40）

4 月 26 日（日）

１.2014~2015 年度事業報告

金沢の街を散策

２.2014~2015 度会計報告および監査報告

夕食会＆懇親会

18:00～

３．2015~2016 度部長方針および事業計画(案)

ホテルより会場を移して手の夕食会

４.2015~2016 年度会計予算(案)

オープニングには素晴らしい笛の音を聴いて乾

５.2016~2017 度中部部長

杯へと進みました。

ホストクラブの確認

時間を忘れ金沢クラブのメンバー中心に懇親を

６.2017~2018 年度中部部長選出

深めることができました。

ホストクラブの件
７.部則の改定に関する件
８.2015~2016 年度 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 場：ウエスティン都ホテル

3

