部長通信

2014 年

8 月号

「将来を見つめたワイズ活動！」を
今やってみよう！

メネット会 8/31(日)
会場

じばさん三重

（都ホテル隣接）
登録受付

12:00

開場 12:30～13:30
「充実したクラブ例会」
例会の内容を一度精査してください。西日本区理

メネットアワー参加
いよいよ今期（2014-2015）の活動が開始されました。

事方針・事業主査方針を踏まえて、クラブ会長を中心に

当金沢クラブでは 7 月 17 日、大西中部部長・郷戸中部書

西日本区強調月間に基づき活動をしてください。８月は

記の公式訪問を受け、金沢クラブ、金沢犀川クラブの合

Ｙｏｕｔｈ

ＡｃｔｉｖｉｔｉｅｓＹＭＣＡを理会し、

同例会がキックオフとなりました。大西部長、平口直前

ユースに寄り添い、ワイスの活動を理会していただき、

部長のメッセージに励まされ、メネット会も更にワイズ

身近に感じてもらいましょう！ワイズメンをレベルアッ

ライフを楽しもうとの意欲を強めたところです。

プする近道と思います。
「部長活動計画」

8 月には中部部会が開催されます。プログラムに、メ
ネットアワーを加えていただきました。その時には西日

部長公式訪問にて各クラブ例会に出席させていただき

本区メネット事業主任の西村寛子さんに出席いただき、

ます。名古屋クラブ公式訪問・金沢クラブ・金沢犀川ク

今期のメネット国内事業「希少難病患者の支援」につい

ラブ合同例会に出席させていただきました。京都部（京

てのアピールと、NPO 法人「希少難病患者支援事務局

都トップスクラブ）びわこ部（長浜クラブ）へとクラブ

（SORD）
」の方も同席され、情報をいただく予定にしてお

訪問させていただきました。今後も精力的に訪問させて

ります。

いただきます。
「部長通信」

希少難病とは、疾病の発症率が極めて低く 1 万人あた
り 5 人未満のものをいいます。疾病数は 7000 種に上りま

部長活動方針の現況・中部各クラブの現況・行事をお

すが、国の支援があるのはそのうち 344 種 4.9％で、ほ

伝えしていきます。例会にて一読いただけお願い致しま

とんどの希少難病は原因の究明や治療法・治療薬の研究

す。

開発、実態調査もされず、見過ごされているということ

「報・連・相」

です。また、治療につながる研究成果があっても、患者

西日本区の連絡は部長からクラブ会長・主査の皆様に
報告していきます。クラブからは部長・主査へ報告をお
願い致します。

が少ないため、採算面から薬が製品化されないといいま
す。
このことについて、私たちは全く無知であり、無関心
であったと思います。西村事業主任がこの問題を国内事
業として取り上げていただいたことに感謝し、できる限
り協力したいと考えています。
中部メネット主査

山内ミハル

第１８回中部部会 若松

千賀会長様一年間宜しくお願い致します

芳弘実行委員長

日時：2014 年 8 月 31 日（日）

定期総会で千賀会長様も準備が忙しい中、クラブ公式

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
また

訪問させていただきました。合わせてメネット総会も開

ワイズメンズクラブ活動に御尽力を頂いておりま

催され多くのメネットさんが出席されるなか部長挨拶と

すことに心より敬意を表します。

して時間をいただきました。

第１8 回中部部会も最終準備段階に来ました。

① 部長主題と活動方針

多数のワイズメンに御参会を賜り、中部メンバーへの激

② 充実した例会

励と、御参会者同士の楽しい交流で会場を盛り上げて頂

③ 部長活動計画

きたく祈念し、謹んで御案内を申し上げます。

④ E・M・C とは？
以上 4 項目について説明をさせていただきました。

日時 2014 年 8 月 31 日（日曜日）

千賀会長は理事方針・主任方針・部長通信をクラブ例

メネット会 12:30～13:30
会場 じばさん三重
（都ホテル隣）

会にて準備いただき配布されました。

059-353-8100

西日本区ホームページから理事通信・主任方針を拝読

四日市市安島１丁目 3-１８

中部部会

登録受付

参加費

10,000 円

される方は少ないのでは？手元にあれば読む機会もでき

13:00

ると思います。大変ですが是非続けてください。

EMC

の取組に対しましても素晴らしい計画です。

会場 四日市都ホテル 052-355-2806

自クラブへゲストを招くために 3 カ月先まで卓話内容・

（近鉄名古屋線 四日市駅

）

卓話者を決定してゲスト誘致に積極的に活動を呼び掛け

式

典

14:00

られました。通年通して企画ができれば他クラブからも

第二部

講

演

14:30

スピーカーの紹介もしていきたいと感じた企画です。是

第三部

懇 親 会

15:10 ～17:00

非名古屋クラブ全員が 3 カ月先の企画にゲストを招致し

各部

第一部

てください。

部会のご案内

中部部会

8 月 31 日（日）

六甲部会

9月

阪和部会

9 月 13 日（土）

京都部会

9 月 14 日（日）

中西部会

9 月 20 日（土）

びわこ部会

9 月 21 日（日）

西中国部会

9 月 27 日（土）

九州部会

9 月 28 日（日）

瀬戸山陰部会

7 月強調月間ＥＭＣ－ＭＣにふさわしい準備！継続いた
だくことで素晴らしいクラブ作りがなされることを願い

6 日（土）

お礼の言葉とします。

京都トップスクラブ（7/9 訪問）

10 月 4 日（土）

＊ぜひ他の部会へ参加して交流を！

舞田会長様ありがとうございます。
本日はキックオフ例会！２名の入会式が行われました。

名古屋クラブ（7/8 公式訪問）

クラブ会員数は４８名！素晴らしい！
京都トップスクラブは河原 正浩 EMC 事業主任 を中心
に今期会員増強の目標は明確とのことです。
クラブメンバーが多くメンバー構成もベテランメンバー
から若いメンバーまで均等のとれたクラブです。例会の
式次第も充実しており、各事業委員の皆様からの連絡・
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松本理事挨拶と報告の中で西日本区において円滑

要望・確認等充実した例会です。
中部部会のアピールが目的で参加させていただいて例

な情報伝達を図り、その情報伝達を通じて他者のワイ

会でしたが、参考になるものばかりです！中部部会の PR

ズ活動を知り、我がワイズ活動を充実した力強いもの

を若松実行委員長より説明いただき例会を後にしました。

にしてゆくこと、そしてその結果として、区内のワイ
ズが一体感を持つようになります。
第１号議案

金沢クラブ・金沢犀川クラブ（7/17 公式訪問）
清水会長

2014～2015 年度第 2 回準備役員会議事録承認

入会式での今期スタートです！

第２号議案
2014～2015 年度西日本区第１回役員会・聖日早
天礼拝献金先の件
東日本大震災復興支援

金沢へ約 250Ｋｍ距離感は中部の年間活動を考えると集

承認

各事業主任報告

中と選択かなぁ・・・

部長報告

入会式に立会をさせていただき藤井ワイズ誕生。会長

日本 YMCA 同盟報告

挨拶の中では、今年度新規行事とＥＭＣ会員増強を目標

西日本区役員会抜粋

にワイズ活動を展開、力強い挨拶でした。多くのメネッ
トの皆様も出席されておりニコニコタイムでは、一人一

長浜クラブ（7/24 訪問）

言のスピーチですが発表の機会があり個々の思いをワイ
ズに込めて・・でした。例会に出席し点鐘と同時に皆が
平等になり、食事を済ませ発言の機会があり盛り上がる
例会です。個々の思いは聞いてみないとわからない？是
非他クラブもニコニコタイムに一言添えて献金しましょ
う。

びわこ部長公式訪問例会に訪問！
びわ湖湖畔にある北びわこホテルグラツィエで開催
される例会に中部部会アピールを目的に訪問！びわ
こ部長

部長公式訪問としては名古屋クラブ同様 4 項目につい

林部長公式訪問例会でしたので勉強させて

て説明をさせていただきました。伊藤ワイズの迷司会あ

いただきました。びわこ部の今期目標・主題等の報告

っぱれ！でした。金沢・金沢犀川クラブの皆様二次会ま

がございました。その後中部部会の詳細を説明！思え

でありがとうございました。
（感謝です！）

ば長浜クラブ訪問は 2 年ぶり？長浜クラブ企画ＥＭＣ

第１回西日本区役員会(7/19~7/20)

プラスワン例会に参加！今回のＥＭＣ委員長松岡ワ

日

時：2014 年 7 月 19 日 (土)20 日（日）

イズよりＥＭＣアワー（プラスワン例会）のご案内を

場

所：ホテルクライトン新大阪

されていました。会員維持のために積極的な例会を開
催されています。中部も各クラブでプラスワン例会の
開催されることを思いながら例会を後にしました。
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第一回中部評議会

中部ＥＭＣシンポジュウム

日

時：2014 年 7 月 26 日 (土) 13:00～14:30

場

所：名古屋 YMCA

第 1 回ＥＭＣシンポジューム開催

３F

ＥＭＣ事業主査 島崎 正剛

名古屋市東区代官町３５番１６号

議

日

題：

時：2014 年 7 月 26 日 (土) 15:00～17:00

ＥＭＣ事業主任 島崎 正剛ワイズより中部の

１． 前年度事業報告

平口直前部長

現状（在籍人数・クラブ平均年齢等）報告より

承認

ＥＭＣシンポジューム開催

２． 前年度会計報告および監査報告
承認

１．2014．7 月現在在籍者数

直前会計

中部在籍 111 名 （連絡主事含む）

３．本年度部長方針および事業計画(案)
承認

年次報告 出席率等

大西部長

２．ＥＭＣ事業計画 クラブ会長報告

４．本年度会計予算(案)
承認

各クラブ会長より今期ＥＭＣに関する目標報告
早川会計

３．中部 200 チーム推進委員会の運営

５．次期中部部長および

年間４回開催を行う！

次次期部会ホストクラブの確認

推進委員長に部長（第二回評議会にて議案提出）

６．次々期中部部長の件
承認

推進委員にＥＭＣ主査・次期部長・直前部長・次々

名古屋クラブ 川口 恵

期部長・クラブ会長又はクラブＥＭＣ委員とする

７．部則の改定に関する件
承認

4 期報告

ことを確認

現状維持

４

その他

８．その他
各事業主査より活動計画報告

中部部長より

半年報確認

クラブ会長様はＥＭＣ事業計画に明確な目標を立て活動

クラブ行事確認

していただきたい。中部２００推進委員会を設置した過

中部ＨＰ更新

程を理会いただきと同時に、クラブ内で認識されること

中部ＨＰ委員長 互選承認の件

が必要です。会長様ＥＭＣにリーダーシップを発揮して

中部部会アピール

いただくことが中部２００推進委員会の発展に結びつき

次期会長・次期主査の依頼

ます。是非クラブ発展のためご尽力お願いします。

（次期中部荒川部長）
東海クラブ例会変更
第一例会（第二金）
第二例会（第三金）
監事挨拶

中部幹事

荒川 文門

閉会点鐘

中部部長

大西 博昭
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