
2011-2012 中部部長だより No.11（2012 年 5 月 1 日号）

中部部長主題：先ず一歩 ― 楽しもう、学ぼう、働こう、そしてつなげよう―

                         中部部長  長谷川 和宏

東日本大震災という忘れてはいけない現実を伴いながらも、今夜は「夏も近づく八十八夜、

野にも山にも若葉が繁り」、心のどかに茶葉を摘みつつ歌う最も心地よい季節を迎えました。

それだからこそ私たちはがんばれるのかもしれません。

今期の終盤となる５月も、ワイズの活動は東日本と共に歩んでいきます。先日の役員会(下

記)で、西日本区に寄せられ献金が盛岡 YMCA 宮古ボランティアセンター施設建設費に、さら

に西日本区地域奉仕資金として集められた浄財は YMCA 石巻センターの運営資金として活用

されることに決まりました。中部では募金に、クラブ間で相当温度差があるように感じてい

ます。募金の使途が明確で、的確な活動支援になるワイズメンズクラブの募金に引き続きご

協力をお願いします。

4月末の名古屋根の上祭り、金沢のたけのこキャンプに続き、5月 2日から、名古屋東海ク

ラブ鈴木一弘ワイズが YMCA 石巻センターへ学生、ユースと共に入り、子どもプログラムを用

意して実施してきます。

5月 3日には、グランパスの皆さんが、名古屋 YMCA リーダーのトレーニングの協力に日和

田キャンプ場へ出かけ、夕食を提供されます。

動きの止まらない中部は 5月も続きます。

・西日本区大会登録申し込み開始

第 15回西日本区大会(びわこ大会：6月 9日、10 日開催)の大会登録申し込み締め切りが 5月

15日まで延期されました。迷っておられる方は是非クラブ会長にご相談ください、誘い合っ

て参加し、来年の第 15回西日本区大会（名古屋大会）での再会を呼び掛けてきましょう。

・ワイズメンズクラブ西日本区事業組織の見直し採択

西日本区理事から提出された事業組織見直しの提言に対し、過日の役員会で組織のスリム化

や管理経費の削減、今日的な課題に見合った組織改変を軸に協議され、提言が可決採択され

ました。

・再び Y サ・ユースのツーコイン献金お願い(国際ユースコンボケーションへの派遣)

Ｙサ・ユース事業が展開している 2コイン(ツーコイン 1000 円)についてご協力を頂き感謝い

たします。ツーコインはユースを中部から国際ユースコンボケーション(今夏ノルウェー)に

派遣することを助けます。昨秋亡くなられた坂倉洋ワイズ(名古屋グランパス)のコメットが

推薦されました。5月,6 月の例会で改めて紹介とご支援をお願いします。

・西日本区大会の実行委員会

現在、総務、登録、企画、広報、会場などの小委員会が大筋の計画をたて検討に入っていま

す。間もなく案内第 1報が出ます。

・ふるさと交流花見会(発達センターあつた：熱田区伝馬町)

ふるさと交流お花見会が、4月 8日発達センターあつたで開催され、地震・津波・原発事故

で被災された皆さんをサポートし、一緒に満開の桜を楽しみました。多くのワイズ、YMCA リ

ーダーが今回もお手伝いしました。このプログラムは続きます。
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・2012 春の根の上まつり（根の上キャンプ場：中津川）

昨日、30日(月・振休)に、新緑の根の上キャンプ場で豊かな自然のもと・人と人との交わり』

をテーマに今年もにぎやかに開かれました。

1）4 月の中部のワイズ事業･活動記録

4月 1日(日)    春のクリーン作戦＜金沢＞(金沢犀川クラブ)

4 月 8日(日)     ふるさと交流花見会,<発達センターあつた：名古屋・熱田>

4 月 13日(金)     第 16 回西日本区大会(名古屋大会)実行委員会＜名古屋＞

4月 14日(土)-15 日(日) 西日本区第 3回役員会・第 1回次期準備役員会＜大阪＞

4月 15日(日)     大阪高槻クラブ 30周年記念例会、(名古屋、東海、グランパス

クラブ出席)

4 月 15日(日)     長浜クラブ 25 周年記念・彦根シャトークラブ 30周年記念例会

(名古屋、東海、金沢犀川クラブ出席)

4 月 22日(日)     京都パレスクラブ 40+１例会(名古屋、東海、四日市、金沢、金

沢犀川クラブ出席) 

4 月 29日(日・祝）  西日本区大会名古屋大会実行委員親睦会＜根の上あかまんま＞

根の上ワーク＜中津川＞(名古屋東海クラブ)

4 月 30日(月・振休） 2012 春の根の上まつり＜中津川＞

金沢たけのこキャンプ＜金沢＞(金沢クラブ・金沢犀川クラブ)               

2）2012 年 5 月の各クラブ例会     

金沢クラブ      5 月 17 日（木) 名古屋クラブ  5 月 19 日（土）    

名古屋東海クラブ  5 月 10 日（木） 名古屋南山クラブ 5月 10 日（木）     

四日市クラブ     5 月 17 日（木） 名古屋プラザクラブ 5月 10日（木）     

名古屋グランパスクラブ 5月 8日（火） 津クラブ    5 月 2日（土)    

金沢犀川クラブ   5 月 10 日（木）

なお名古屋クラブ 5月 19 日（土）例会は根の上キャンプ場で開催します、

詳細は各クラブにお問い合わせください。

3）2012 年 5 月のワイズメンズクラブ関係行事 (リーダートレーニング強調月間)

5 月 2日(水)～5日(土)  鈴木一弘ワイズが被災地支援活動＜YMCA 石巻センター＞    

5 月 3日(木)  リーダートレーニング協力＜日和田キャンプ場＞(名古屋グランパス)

5 月 9日(水)      ユースリーダー東日本被災地支援活動報告会＜名古屋 YMCA＞

5 月 18日(金)    第 16 回西日本区大会(名古屋大会)実行委員会＜名古屋 YMCA＞

5 月 25日(金)   名古屋地区クラブ会長連絡会＜名古屋 YMCA＞

5 月 27日(日)     国際協力・被災地支援街頭募金＜名古屋市内各所他＞

5月 31日(木)     名古屋 YMCA 会員総会＆交流会＜名古屋 YMCA＞

・西日本区役員会報告

日時：2012 年 4月 14 日(土)～15日(日)

会場：ホテル クライトン新大阪

<議案関係>

第 1号議案 2011-12 年度 第 2回役員会議事録及び区報への記載    承認

第２号議案 2011-12 年度 第３回役員会の 2日目聖日礼拝での献金

を東日本仙台 YMCA 及び盛岡 YMCA に贈呈する        承認

第３号議案 西日本区事業主任制度見直し、協議の中で、一部改正    
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      EMC に DBC を付加しないで、新設の国際と合わせ

国際・交流事業と修正する                承認

第 4号議案 西日本区に寄せられた東日本大震災復興支援献金の使途

を協議、一部修正。宮古ボランティアセンター施設建設費へ 承認

第５号議案 西日本区 CS資金の一部を東日本大震災復興支援のため

      YMCA 石巻センター運営資金(施設賃貸料と車両管理費)他   承認

第６号議案 半年報提出先を西日本区事務所へ変更           承認

第７号議案 2011-12 アジアユースコンボケーション報告書作成費補助   承認

第８号議案 東日本大震災被災地への YMCA ボランティア追加派遣      承認

第９号議案 今期メネット国内 PJ支援金残金を YMCA 同盟へ指定献金する

      議案は取り下げ、事業を年度内継続して後、処置判断するへ修正 承認                          

<協議事項関係>

第 1号協議 2011-12 年度西日本区中間決算書及び監査報告書       確認

第２号協議 2000 推進チーム委員候補者の来期への引継ぎについて

      活動開始時期、予算裏付け等時期 EMC 主任と詰める    確認

第３号協議 FF資金を仙台 YMCA 被災園児の支援費用に回す        継続

第４号協議 質問回答  ①連絡主事の入会金は不要           確認

            ②メール委員アドレス葉所属部以内に限定

その他は理事キャビネットの承認を要する   確認

第５号協議 2011-12 年度西日本区代議員会及び上程議案(別紙)      確認

                                   以上

  


