2011-2012 中部部長だより No.４（2011 年 10 月 1 日）
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(名古屋東海クラブ)

各地で大震災、原発災害の復興復旧のピッチが上がり始めた途端、12 号台風、15 号台風
の相次ぐ襲来。前触れの大雨で、私は初めて避難指示を受ける経験をしました。(防空壕に押
し込められた戦時下記憶は残っていません) 結果は無事でしたが、皆さまの周辺はいかがだ
ったでしょうか。
程近い三重、和歌山、奈良の紀伊半島南部では今なお多くの方々は不自由をされています。
大震災から半年、少しでも気持ちを届けたい、決して風化させないとの思いでオレンジ、
グリーンのワイズキャップをかぶっての 9.11 街頭募金が名古屋で行われました。
8 月 28 日の中部部会で行った東日本大震災被災地支援献金には 97,932 円が寄せられ、被
災した仙台 YMCA と盛岡 YMCA の復興のために届けることができました。又、部会剰余金の
47,612 円についても、名古屋ＹＭＣＡを通じて仙台 YMCA と盛岡 YMCA の復興のためにささげ
ることに決まりました。ありがとうございました。
9 月 23 日には、夏の YMCA プログラムを支えたリーダー・スタッフへの感謝と世代を超え
た交流の場として大感謝祭が開かれ、多くのワイズメンの参加をいただきました。感謝いた
します。
大震災復興支援と地域奉仕事業の一環として、ワイズメンズクラブと YMCA、地域の諸団体
が協同で実行するという大震災被災児（者）支援イベント｢ふるさと交流会 Iｎ

Nｉｓｓｉ

ｎ｣（愛知牧場バーベキュー大会）が、10 月 29 日(土)の開催に向け準備中です。
三重・四日市では大震災復興支援と地域奉仕事業の一環として、チャリティー特別例会「講
演と演奏会」が 10 月 20 日(木)に開かれます。11 月 3 日(木祝)チャリティーウォークやゴル
フも準備中。ご支援をお願いします。
北陸・金沢では 10 月 8 日(土)大震災復興支援街頭募金、そして 11 月には秋恒例の芋煮会
やクリーンキャンペーンも計画中と聞きます。
いずれも、ワイズ以外の一般市民を巻き込んでの盛況を願うものです。
また、Ｙサ-ユース事業では、10 月 10 日(月祝)に秋の根の上まつり、10 月 30 日(日)には
ピースフルサンデー南山バザーが、11 月 5 日(土)第 17 回チャリティーランがいずれも準備
に入っています。
ＥＭＣ事業では、そんな中、11 月 12 日(土)に｢ＥＭＣシンポジウム―知ろう、語ろう、楽
しもう！中部のワイズ―2011 第１弾」を計画しています。クラブアンケート結果分析から見
えてきたワイズの良いところや問題点の洗い出しと共有化をはかり、ワイズ発展・改善のた
めの提案をします。新しい仲間を交え、語り合い、ワイズをより深く学ぶことできます。
10 月の強調は「当たり前のことを当たり前に実行する」ことを目標としています。以上の
ように秋のさまざまなクラブ活動、行事が続きます。一人ひとりが役目を果たし、皆でワイ
ズライフ楽しみましょう。
10 月 11 日(火)ＹＭＣＡ記念日に因んで、一つお願い。中部各地ＹＭＣＡのホームページ
をぜひ、ご覧ください。アクセス件数が間もなく 5 万件となる中部ワイズのホームページと

クラブホームページももちろんご覧ください。あわせてご意見・ご感想をお寄せください。
１）９月の事業･活動記録
09 月 07 日(水）

「ふるさと交流会 IｎNｉｓｓｉｎ」（愛知牧場バーベキュー大会）
実行委員会

日進

09 月 09 日(金）

チャリティー特別例会「講演と演奏会」準備会

09 月 09 日(金）

ＥМＣシンポジウム準備会

09 月 11 日(日)

四日市

四日市・名古屋

「東日本大震災被災地支援街頭募金」

名古屋

09 月 13 日(火)

名古屋グランパスクラブ第 1 例会訪問

09 月 14 日(水)

名古屋クラブ第 1 例会訪問

09 月 23 日(金祝)

ＹМＣＡオールスター大感謝祭

09 月 24 日(土)

西日本区 2000 推進会議

09 月 26 日(月)

中部ＥМＣシンポジウム準備会

09 月 28 日(水）

名古屋地区クラブ連絡会

南山ＹＭＣＡ

大阪
名古屋

名古屋

２）１０月-１１月の事業･活動予定
10 月 04 日(火)

「ふるさと交流会 IｎNｉｓｓｉｎ」（愛知牧場バーベキュー大会）
実行委員会

10 月 06 日(木）

日進

「第 17 回チャリティーラン実行委員会・名古屋

10 月 08 日(土)

津クラブ

公式訪問

10 月 08 日(土)

金沢クラブ・金沢犀川クラブ・ＹＭＣＡ合同

「東日本大震災被

災地支援街頭募金」・金沢
10 月 10 日(月祝）「秋の根の上まつり」・根の上キャンプ場
10 月 11 日(火)

ＹＭＣＡ記念日

10 月 15 日(土）

「北海道ジャガイモかぼちゃ受け取り」・南山

10 月 19 日(水）

「ふるさと交流会Ｉn Nｉｓｓｉｎ」（愛知牧場バーベキュー大会）
実行委員会・日進

10 月 20 日(木）
10 月 22 日(土）
10 月 23 日(土）
10 月 29 日(土)

チャリティー特別例会「講演と演奏会」・四日市
「東日本大震災被災地支援街頭募金」・名古屋
名古屋グランパスクラブ
「ふるさと交流会 Iｎ

DBC 交流準備・京都

Nｉｓｓｉｎ」
（愛知牧場バーベキュー大会）

・愛知牧場
10 月 29 日(土) 30 日(日）
10 月 30 日(日）

日本ＹＭＣＡ大会

・御殿場

「ピースフルサンデー」南山バザー

東山荘

・南山

11 月 03 日(木祝） フェローシップ in 南山・南山
11 月 03 日(木祝） 四日市クラブ、津クラブ、三重 YMCA チャリティーウォーク・菰野
11 月 05 日(土）

「第 17 回チャリティーラン」

・名城公園

11 月 05 日(土）

金沢クラブ・メネット会芋煮会・金沢

11 月 08 日(火）

名古屋プラザ・名古屋グランパス合同例会予定

11 月 09 日(水）

名古屋クラブ

11 月 12 日(土）
11 月 12 日(土）

名古屋

プラスワン例会・名古屋

「東日本大震災被災地支援街頭募金」・名古屋
中部ＥМＣシンポジウム「知ろう、語ろう、楽しもう！中部のワ
イズ 2011 第１弾」・名古屋

11 月 19 日(土）20 日(日)
11 月 25 日(金）

名古屋東海クラブＤＢＣ交流会・御殿場

名古屋地区クラブ連絡会
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東山荘

３）西日本区各部部会

他

10 月 01 日(土）

西中国部会

10 月 02 日(日）

九州部会

10 月 08 日(土）

六甲部会

10 月 15 日(土）

瀬戸山陰部会

10 月 16 日(日）

びわこ部会

11 月 19 日(土）20 日(日) 第 2 回西日本区役員会
４）各クラブ第 1 例会開催日、
金

沢

10 月

大阪
11 月

10 月 20 日（木)

11 月 17 日（木)

名古屋

10 月 12 日（水）

11 月 09 日（水）

名古屋東海

10 月 13 日（木）

11 月 10 日（木）

名古屋南山

10 月 13 日（木）

11 月 10 日（木）

四日市

10 月 20 日（木)

11 月 17 日（木)

名古屋プラザ

10 月 13 日（木）

11 月 08 日（火）予定

名古屋グランパス

10 月 11 日（火)

11 月 08 日（火）

金沢犀川

10 月 10 日（祝月）

11 月 10 日（木）

津

10 月 08 日（土)

11 月 12 日（土)

ホームページ等で内容をご確認の上、お隣のクラブ例会にも是非ご参加ください。
メークアップもでき、皆さまにとってきっと新しい発見と交流の場が用意されることでしょ
う。

3

