
  

中部部報 2011－2012 年度第 2号 

◎2011－2012 年度中部活動記録 （7月～12 月）              2012 年 2 月 1 日発行 

６月： 

  14 次期部長クラブ訪問―名古屋クラブ（浅野が同行） 

 16 次期部長クラブ訪問―四日市クラブ 

  17 次期部長クラブ訪問―名古屋グランパスクラブ 

  18 次期部長クラブ訪問―名古屋プラザクラブ総会（八木） 

  19 中部役員引継（栄・栄太郎）部長・書記・会計・主査   ⇒                     

  24 次期部長クラブ訪問―名古屋グランパスクラブ（橋爪・八木） 

７月： 

  2～3 部長公式クラブ訪問―名古屋東海クラブ総会（湯の山） 

  11 東日本大震災支援街頭募金（名古屋地区―栄）12 名参加 13,630 円 ＜ＣＳ＞ 

↓14 部長公式クラブ訪問―名古屋南山クラブ総会（八木）     16～17 西日本区役員会(大阪) 

16 南山なつまつり（名古屋南山クラブ）＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

21 部長公式クラブ訪問―金沢クラブ総会(遠藤・鈴木一・八木） 

  23～24 日和田エンジョイワーク(名古屋ＹＭＣＡ日和田キャンプ場) ＜Ｙサ＞ 

25～8／1 鈴木一弘君(名古屋東海クラブ)仙台ＹＭＣＡを拠点に支援活動（ユース古賀 英君と共に） 

30 ＥＭＣシンポジュウム準備会（名古屋Ｙ－大岩事業主任出席）参加者 25 名 ↑ 

  ＜大岩ＥＭＣ事業主任・若松中部主査・長谷川中部部長＞ 

８月： 

   4  名古屋南山クラブＩＢＣ(台湾中正・韓国仁川)交流会＜交流＞ 

   5～7 アジア地域大会（台湾） 

  7  名古屋グランパスクラブ日和田おまつりキャンプ支援＜Ｙサ＞ → 

 11 東日本大震災支援街頭募金(名古屋地区―栄)10名 27,787円 ＜ＣＳ＞ 

 12 部長公式クラブ訪問―金沢犀川クラブ(遠藤・八木)  共栄大学教授 

                     藤田秀典氏『青少年・教育問題の変遷と教育政策の課題』   → 

 13 名古屋プラザクラブ 名古屋ＹＭＣＡパレットキッズ鱒釣り 

    （木曽福島・みやま荘）＜Ｙサ＞ 

  23～27 日韓ユースセミナー(名古屋ＹＭＣＡ)＜名古屋ク・Ｙサユース＞ 

  28 中部部報第１号発行 

28 中部評議会（名鉄ニューグランドホテル）・中部メネット会（名鉄ニューグランドホテル）出席 34 名 

 



  28 第 15 回中部部会（名鉄ニューグランドホテル）参加者 140 名（中部メン 79・メネット 21） 

      
中部部長                           

開会宣言 

   入会式 

     
      
席上献金 97,932 円と部会剰余金 47,612 円をあわせ、東日本大震災被災ＹＭＣＡ支援金として献金 

９月： 

  10 名古屋プラザクラブ ジャズコンサート（想念寺）東日本大震災支援金へ 141,161 円＜ＣＳ＞ 

11  東日本大震災支援街頭募金（名古屋地区―栄）20 名＜ＣＳ＞ 

13  部長公式クラブ訪問―名古屋グランパスクラブ 

    講師 関口威人氏（レスキューヤード） 

14  部長公式クラブ訪問―名古屋クラブ 

23  名古屋ＹＭＣＡオールスター大感謝祭（名古屋ＹＭＣＡ― 

                      夏期プログラム報告会・南山幼稚園）＜Ｙサ・ユース＞ 

10 月： 

8 東日本大震災支援街頭募金(金沢クラブ・金沢犀川クラブ）<ＣＳ>     

   8 部長公式クラブ訪問―津クラブ（八木） 卓話『三重のスペ 

    シャルオリンピックス』山根一枝氏 

   8 名古屋プラザクラブ 名古屋ＹＭＣＡパレットキッズハゼ釣り 

    (稲永公園)＜Ｙサ＞ 

  10 秋の根の上まつり（名古屋ＹＭＣＡ根の上キャンプ場）＜Ｙサ＞ 

     
  11 名古屋グランパスクラブ「楽しいゲームをしよう」リーダーを招いて 講師鈴木 勉氏＜ユース＞ 

 13 名古屋南山クラブ第 1 例会「リーダーを招いて‘How to Knot’」ロープワークの指導＜ユース＞ 

  16 秋のクリーンキャンペーン(金沢クラブ・金沢犀川クラブ)＜ＣＳ＞ 

  16 名古屋南山クラブ 南山ＹＭＣＡハローキッズいも堀り（南山クラブ農場）＜Ｙサ＞ 

  20 四日市クラブ特別例会（音楽と講演の夕べ）第一楽器四日市店＜Ｙサ・ＣＳ＞部長公式クラブ訪問 

  23 名古屋グランパスクラブと京都東稜クラブとの交流プログラム（京都・嵐山）＜交流＞ 

23・25 名古屋南山クラブ 南山フレンズ・明星幼稚園いも掘り（南山クラブ農場）＜Ｙサ・ＣＳ＞  

                   
    29 ふるさと交流会 in Nissin （日進市：愛知牧場）↑   30 ピースフルサンデー南山ＹＭＣＡ↑ 

    東日本大震災被災家族との交流・地域団体と協力      名古屋南山クラブ・名古屋東海クラブ 

    7 クラブからの支援金 5 万円＜ＣＳ＞           名古屋グランパスクラブ＜Ｙサ＞ 



11 月： 

   3  チャリティウォーク(四日市クラブ・津クラブ) 三重県民の森 ＜Y サ・ＣＳ＞ 

   3  名古屋南山クラブ フェローシップ in 南山（南山クラブ農場）南山寮など 3 施設＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

   3 親子いも煮会（金沢クラブ・金沢犀川クラブ）＜Ｙサ・メネット＞                           

                      
  チャリティ 

   ウォーク   金沢・金沢犀川いも煮会 

  (四日市)        
      → 
   5 第 18 回チャリティラン（名古屋ＹＭＣＡ―名城公園）＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

    51 チーム、個人 49 名 ランナー総数 355 名リーダー・ワイズメン等約 250 名 支援金総額 327 万円 

    →ワイズコーナー   

   8  東日本大震災被災地支援キャンプ参加リーダーの報告会（名古屋ＹＭＣＡ） 

    8 名古屋プラザクラブ・名古屋グランパスクラブ合同例会 

   9 名古屋クラブプラスワン例会「官民のステップアップ型協働を展開する堀川 1000 人調査隊」 

   12 ＥＭＣシンポジュウム（愛知青年会館）懇談会（仙石すし）→ 

出席 34 名    

   13 ながまちふれあいフェスティバル(金沢クラブ・金沢犀川クラブ)  

         ＜ＣＳ＞   

 19～20 名古屋東海クラブＤＢＣ      

     交流会（奈良クラブ・御 

 ←   殿場クラブと) ＜交流＞於：日本ＹＭＣＡ同盟東山荘 

 19～20 西日本区役員会（大阪） 

 25  チャリティゴルフ（名古屋ＹＭＣＡ―多治見中部国際ＧＣ） 

   参加者 14 名 22,600 円を名古屋Ｙ青少年基金へ＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

12 月： 

    4   東日本大震災支援街頭募金(四日市) ＜ＣＳ＞ 

   10  第 35 回平和の使者クリスマスカードコンテスト審査会（名古屋ＹＭＣＡ）＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

   10  合同クリスマス例会（名古屋クラブ・名古屋南山クラブ・名古屋プラザクラブ） 

   11  東日本大震災支援街頭募金（名古屋地区―栄）25 名 11,012 円＜ＣＳ＞ 

   11   名古屋東海クラブクリスマス例会Ｙスタッフ・リーダー4名、ユース(インターアクト)7 名招待 

   

       金沢・金沢犀川クラブ合同  

    クリスマス祝会 → 

       
←野外リーダー・ユース     

   15  合同クリスマス例会（金沢クラブ・金沢犀川クラブ）・部長公式クラブ訪問(八木)     

     （富山ＹＭＣＡ松田誠一総主事、会員の清水 淳氏、菅原美穂子さんがゲスト参加） 



   15  合同クリスマス例会（四日市クラブ・津クラブ） 

   16  富山ＹＭＣＡ訪問(長谷川中部部長・八木)： 松田誠一総主事・清水 淳氏（富山Ｙ会員） 

↓18 名古屋プラザクラブ 老人ホーム音楽慰問（アミーユ高辻）＜ＣＳ＞ 

小澤幸男さん、稲葉禮子さん、鈴木郁子さんのハモンドオルガン 

想念寺の子どもコーラス「ポコ・ア・ポコ」 

最後は「燃えよ、ドラゴンズ」の大合唱 

 19 名古屋クラブメネット会 愛美の会クリスマスに奉仕 

   10・11 月の例会でプレゼントを製作、メンは音楽のプレゼント 

     ＜ＣＳ・メネット＞ 

   20～25 第 35 回平和の使者クリスマスカードコンテスト展示（名古屋ＹＭＣＡ―栄市民ギャラリー） 

      名古屋東海クラブが続けて協賛、昨年からソウルＹＭＣＡの子どもたちも参加出品 

   24 表彰式→  

   23  クリスマスキャロル in セントラルタワーズ（名古屋ＹＭＣＡ）＜Ｙサ・ＣＳ＞ 

      120 名のサンタクロースと金城学院高校ハンドベルクワイアーによるクリスマスキャロル 

    
  23  ユニセフ街頭募金（金沢クラブ・金沢犀川クラブ）＜ＣＳ＞ 

   24  第 35 回平和の使者クリスマスカードコンテスト表彰式（名古屋ＹＭＣＡ） 

 

部報第２号発行にあたって    長谷川和宏 

 

 3.11 から間もなく一年になろうとしています。ワイズの活動は少しでも役に立てたのだろうかと考えながら

の一年でした。前半の活発なＹＭＣＡサービスや地域活動を通じて、果たしてそれぞれのクラブは強く育ったの

だろうか。中部部報紙面でじっくり振り返っていただき、忘れてはならない「東日本大震災復興支援活動へのユ

ース派遣」と、期待されている「個々のワイズメンズクラブの維持・発展・強化」のために後半はそれぞれのエ

ネルギーを注いでいきたいものです。 

 

＜2011～2012 年度中部部報 第 2 号 2012 年 2 月 1 日発行 中部部長 長谷川和宏＞ 

ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区 中部事務局 
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