
 

部長通信               第 10号 

                   2017年 4月発行 

主題  出会い、ふれあい、響きあい、前へ進もう 

副題  ワイズライフを楽しもう 

                    2016-2017 中部部長 川口 恵 

                          （名古屋クラブ） 

4月の西日本区強調月間 ＹＭＣＡサービス、ＡＳＦ 

堤 弘雄Ｙサ・ユース事業主任（熊本クラブ） 

ＹＭＣＡの愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担うユースの育成に力を注ぎましょう。  

 

中部の皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

４月は、3月の中部行事と、今後の行事予定等について報告します。 

 

1． チャリティーウォーク（名古屋地区） 

2． 名古屋ＹＭＣＡリーダー感謝会 

3． 次期会長主査研修会 

4． 4月以降の中部の主な行事について 

5． 西日本区大会、アジア・パシフィック大会、次期中部部会 

6． 新クラブ設立の報告 

7． 西日本区より献金について 

8． 西日本区事務所から休日についてのお知らせ 

 

各クラブ活動は中部ホームページに掲載の各クラブブリテンをご覧ください。（中部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL  

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html） 

 

１． 名古屋ＹＭＣＡチャリティーウォーク（3月 11日） 

 名古屋グランパスクラブに在籍した奈良昭彦さん（元東京八王子クラブ・

第４代東日本副区理事）が提唱し、全国で行われている「揚がれ！希望の

凧」で東日本大震災被災者への想いを表す活動は名古屋 YMCAではチャ

リティーウォークとして引き継がれています。今年は「杉原千畝・人道の道」

を歩きました。参加費は名古屋 YMCA を通して東日本大震災と熊本地震

の復興活動をしている YMCAを支援するため東北・熊本の YMCAに捧げま

した。 名古屋地区 4 ワイズメンズクラブのメンバーのほか、津クラブから薦

田メン、インターアクトクラブからの参加もありました。（八木メンの記事より

抜粋） 長谷川実行委員長のあいさつ。平和小学校の「ちうねチャイム」（2

つの曲線は「命の尊さ」「思いやりの心」を表し、柱を繋ぐリングは「平和」

「愛」を表現） 

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html）


詳細は、中部ＨＰに八木メンが記載されています。http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html 

  

 以下は、実行委員長の東海クラブ長谷川ワイズから、参加者へのお礼の言葉よりの抜粋です。 

「杉原千畝の人道の道を歩いたことで、ともに命と平和を考える機会にもなりました。決して忘れ

ない 3.11、被災地に寄り添うＹＭＣＡの活動はこれからも続きます。今後ともどうぞよろしくお願いしま 

す。」 

 ※杉原千畝：第 2 次大戦中、リトアニアの領事館に外交官として赴任していたとき、ナチスドイツの

迫害から逃れてきたユダヤ人に対して、のちに「命のビザ」と呼ばれる日本通行ビザを発行して、

6000 人ものユダヤ人の命を救った。岐阜県八百津町の出身ですが、名古屋に子供の時に住んだこ

とから、杉原千畝に縁のあるところが「杉原千畝 人道の道」となっています。 

 なお、このあと引き続き、同日に開催された東日本震災犠牲者追悼式へも、中村総主事をはじめ

として多くの方が参加されました。 

  

 

２． 名古屋ＹＭＣＡリーダー感謝会（3月 20日） 

 

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html


名古屋ＹＭＣＡのリーダーとして活動された方への感謝会が、3月 20日（祝日）に南山ＹＭＣＡ

において、リーダー、ＯＢＯＧ，スタッフ、そしてワイズの参加で開催されました（参加者合計 87

名）。今年、大学を卒業されたリーダーは 17名。参加した一人ひとりに、感謝状が贈られた。リ

ーダーはＹＭＣＡの活動を支えていただいているＹＭＣＡの宝です。卒業されたリーダーに感謝

するとともに、また、チャリティランや南山のバザーなどで、ＹＭＣＡに顔を出していただきたい、

と思います。 

なお、こちらも、詳細は、中部ＨＰに八木メンが記載されていますので、ご覧ください。

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html 

 

 

３． 次期会長主査研修会（3月 18日、19日） 

 次期会長主査研修会が、大

阪コロナホテルで開催されまし

た。 

次期理事は、大野勉ワイズ

（神戸ポートクラブ）で、理事主

題は「2022年に向けて『心身

の健康づくりから、クラブの健

康づくりへ』今あるクラブを充

実させ、将来のクラブへ宝（財

産）を伝承していこう。」です。 

また、中部の次期部長は金

沢クラブの山内ミハル メンで、主題は「愛し合い、助け合い、心はいつも青春」です。 

 

次期の中部の役員は以下の通りです。（敬称略） 

部長     山内ミハル             書記     西信之 、 

会計     伊藤仁信 、               事務局長 数澤輝夫（以上金沢クラブ） 

次期部長 柴田洋次郎（名古屋東海）、  直前部長 川口恵（名古屋）  

監事     荒川恭次（名古屋グランパス） 

 

主査 

Ｙサ・ユース事業主査 小林滋記（南山） 地域奉仕・環境事業主査 浅野猛雄（名古屋東海）    

ＥＭＣ事業主査      河部薫（名古屋） 国際・交流事業主査     塩川彰彦（四日市）     

メネット事業主査     数澤淑子（金沢） 

 

会長 

金沢クラブ       幸正一誠        名古屋クラブ          谷川修   

名古屋東海クラブ 長谷川和宏       名古屋南山クラブ      深尾俊雄   

四日市クラブ     塚本浩巳        名古屋グランパスクラブ 下村明子  

津クラブ         亀野貞             金沢犀川クラブ        北肇夫 

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html


以下は 2日目に参加された谷川名古屋クラブ次期会長からの報告です。 

 

次期会長主査研修会に参加して        

 中部書記 谷川修 （名古屋クラブ）     

 2日目のプログラムは、早天礼拝に始ま

り、YMCA理解、文章の作成、事務連絡、

各部に分かれての懇談の後、閉会式でし

た。 

  礼拝では、熊本ジェーンズクラブ立野

チヤプレンのメッセージがパワーポイント

で、映像を交えて話され、とても分かりや

すいものでした。よいものは新たに取り入

れていくことも大事と思いました。 

     各部に分かれての近大は、山内ワイズの意向を受けた数澤ワイズの明快な司会で進めら

れ、部の方針、計画、予定などを参加者一同で確認する場となりました。部長主題「愛し合い、

助け合い、心はいつも青春」、活動方針は「例会の内容を充実させ、メン、メネットそろって出席

できるよう努力しましょう」というもので、金沢クラブらしい大事な方針を共有しました。次期の中

部を盛り上げていく機会となり、各クラブの特色を知る良い機会となりました。 

 

 研修テキストに目を通して思ったことは、

西日本区の 18年間のメンバー推移です。

2000年 10月、中部は 201名の会員がい

ましたが、2017年 1月は 94名という記載

に改めて驚きを覚えました。ご逝去による

自然退会もありますが、自由意思による退

会者が多いことです。その間に多少は新

規入会者もありましたが、2000年に比べ

て 2017年が人数が 47％になってしまった

ことは、退会者が多かったことです。入会者を増やすこと、退会者をなくすこと、その両方を進

めないといずれワイズメンズクラブ、特に中部は消滅していく運命にあることを如実に表してい

るものです。その厳然たる事実に会員みんなが今一度、危機感を覚え、共有し、そうならないた

めに努力を尽くすことを痛感させられました。 

     ところで、部長の代理を務められた数澤ワイズをはじめとして、ワイズメンズクラブは 80歳、

90歳でも元気な方が多いことを改めて感じいっております。超高齢化社会を迎えている現在、

ワイズメンズクラブがいつまでも元気な高齢者ということに、ひと役かっていれば、それはまた

何度すばらしいことでしょうか。 

    みなさん、いつまでも元気にワイズライフを楽しみましょうね。 

 

 

 



４． 4月以降の中部の主な行事について 

   4月１日（土）：神沢保育園ファミリーコンサート 

   4月 7日～9日（金～日）：東北震災復興応援ツアー 

   5月 14日（日）：名古屋東海クラブ 50周年記念例会  

場所：マリエカリヨン名古屋（出雲殿グループ） 

  電話 052-582-1122 

時間 12：30～16：00 

記念式典 12：30～ 

記念講演 12：45～ 

  講師 岡 成也熊本ＹＭＣＡ総主事  

  「熊本地震！ そのとき、ＹＭＣＡは！」 

懇親パーティ 14：00～ 

登録費 10,000円 

問い合わせ先は 名古屋ＹＭＣＡ 浅野真琴連絡主事 

           052-757-3331 

 申込み期限は 4月 30日となっています。 

 

5月 27日（土） 第 3回中部評議会  

  評議員の方はご予定ください。 

 

５．西日本区大会、アジア・パシフィック地域大会 、次期中部部会 

  第 20回西日本区大会 

     6月 9日（金）前夜祭  19：00～21：00   菊池温泉 笹野屋  

     6月 10日（土）～11日（日） 西日本区大会 

10日大会第 1日  菊池市文化会館  

   受付開始    11：30～ 

   大会第 1日   13：00～16：00  

           懇親会      19：00～21：00   ホテル日航熊本  

       11日大会第 2日   8：00～11：00   ホテル日航熊本  

    

    ※登録・宿泊・エクスカーションに関する問い合わせ 

       西鉄旅行株式会社熊本支店 担当 矢住、小崎 

       電話 096－383－2700 Fax 096－383－2710 

       営業時間 平日 9：30～18：00 土曜 9：30～12：50 日曜・祝日休み 

 

    ※大会運営に関する問い合わせ 

       大会事項委員会事務局 

       熊本ワイズメンズクラブ 入佐孝三メン、熊本にしワイズメンズクラブ 宮田茂メン 

     



    西日本区大会（主題 未来につながるワイズ魂）の案内は、各ワイズに配布されており、すで

に申込みされている方が多いと思いますが、大会実行委員会からの交通機関に関する留意点

です。 

※1日目の大会会場は菊池温泉です。菊池温泉は熊本市内から 1時間 30分ほどかかり、タク

シーも少ないので、夕方懇親会に参加される方は、熊本市内に戻るのに、大会実行委員会が

手配したリムジンバスを利用していただくことになります。大会申込書のリムジンバス⑧を申し

込んでください。申し込まれていない方は今から追加で申し込んでください。 

※大会について、他の留意点は 理事通信 4月号をご覧ください。 

  

  第 27回アジア・パシフィック地域大会 

     2017年 7月 21日（金）～23日（日） 

     タイ・チェンマイ 

    ※ユースコンボケーションは、7月 19日～23日 タイ・チェンマイＹＭＣＡ 。ユースコンボケー

ションへの参加者を募集中です。 

    ※オフィシャル・エージェントは株式会社トラベルファイブジャパン（TEL06－6253―0212 

Fax06－6253－0679）です。 ツアーとして 7月 20日（木）～24日（月）5日間のコース、と 

7月 20日（木）～25日（火）6日間のコースがあります。問い合わせはトラベルファイブへ。 

   

  次期中部部会＆金沢クラブ創立 70周年記念式典 

    次期中部部会＆金沢クラブ創立 70周年記念式典は 2017年 9月 18日（月・祝日）に金沢で

開催されます。前日の 9月 17日にはフェローシップアワー、当日の午前は金沢城・兼六園ツア

ーも予定されており、部会では友禅作家の講演が予定されています。今からご予定ください。ま

た、会場の金沢ニューグランドホテルへの宿泊希望者は早めに山内メンにお申込みください。 

 

    9月 17日 18：30～ フェローシップアワー 

    9月 18日 9：00～11：00 金沢城・兼六園ツアー 

           12：00～    部会受付 

           12：30～    部会式典 

           13：30～14：15 講演会 加賀友禅作家 毎田仁嗣氏 

           14：30～17：00 金沢クラブ創立 70周年記念式典・懇親会 

    会場    金沢ニューグランドホテル 

           尾山神社正面・金沢市文化ホール前 

           午前ツアー集合場所：ホテルロビー 

           電話：０７６－２３３－１３１１（代） 

    申込先  次期中部部長 山内ミハル メン （携帯電話番号はロースター参照ください。） 

    申込締切 8月 13日（日） 金沢ニューグランドホテルでの宿泊希望者はお早目に。 

 

 

 

 



6．新クラブ設立（熊本水前寺クラブ）のお知らせ 

 熊本ひがしクラブがチャーターした新クラブ（熊本水前寺クラブ）の設立総会が 3月 25日（土）

に開催されました。26名（新規入会 20名、連絡主事 1名、移籍 5名）でスタートしました。国際

協会加盟認証状伝達式は 6月 10日（土）西日本区大会で行われる予定です。 

 

 

 

７．西日本区より献金について 

   3月 15日現在の献金を集計したところ、東北震災熊本震災の献金以外の献金で、献金ゼロの

クラブが全国で 10％程度ありました。表彰対象とはなりませんが、献金の送金を忘れているクラ

ブがありましたら、ご送付ください、とのこと。 

 

８．西日本区事務所から休日についてのお知らせ 

  西日本区事務所は経費節減のため、この 2017年 4月 1日から毎週火曜日が休日となりま

す。この結果、事務所が開いているのは毎週月・水・木・金、時間は13時～17時（祭日は休日）

となります。 

 

※6、７、８については、詳細は理事通信 4月号をご覧ください。 


