2014～15 年度ワイズメンズ国際協会西日本区
中部ＹＭＣＡサービス・ユース事業

報告（2014 年 7 月～2015 年 6 月）

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区 中部の皆さんへ 2014～15 年度の報告をします。
中部 YMCA サービス・ユース主査

山村喜久

7 月：
12 日・13 日：名古屋ＹＭＣＡ御岳・日和田キャンプ場エンジョイワーク（中部ホームページに掲載）
オープン前の準備に参加＝名古屋・名古屋東海・名古屋プラザ・名古屋グ
ランパスのワイズメンの参加 15 名、キャンプ場の整備（草刈り枝打ち・テ
ント防水塗装など）
23 日・24 日：御岳・日和田キャンプ場訪問＝名古屋南山クラブ
リーダー・スタッフと交流、慰問
＊年間をとおし名古屋南山クラブの「ワイズ農園」
、かなざわＹＭＣＡ「わいわい農園」
（金沢・金沢犀
川）では農場の手入れに会員・リーダーとともにあたり、秋には収穫にＹＭＣA 会員や施設の子供た
ちを招待している。名古屋南山クラブは 11 月に「フェローシップイン南山」として市内各所の施設の
子供たちを招待している。
（南山クラブ・金沢犀川クラブのブリテンをご覧ください）
＊「三重ＹＭＣＡ幼児園」に四日市クラブは年間を通して支援を行っている。
＊金沢ＹＭＣＡは障害者支援プログラムを計画し、金沢犀川クラブが協力している。
＊名古屋東海クラブは年間数回、名古屋 YMCA 根の上キャンプ場でワー
クキャンプを実施、キャンプ場の環境整備と維持を図り、春・秋に開催さ
れる「根の上まつり」に協力し、これに集う YMCA 会員や OB 会員のプ
ログラムに他クラブのワイズメンとともに参加している。
（中部ホームページ「根の上だより」をご覧ください）

8 月：
2 日～12 日：第 58 回名古屋ＹＭＣＡ市内中学校バスケットボール大会
実行委員長長谷川和宏君（名古屋東海）委員八木武志君（同）
会場（市スポーツセンター）の確保・予約、会場運営に協力
参加校：男子 97 校 女子 106 校
（中部ホームページに掲載）
24 日：
「パレットキッズ魚釣り会」＝障害児クラスを渓流魚釣りに招待（長野県）名古屋プラザクラブ
25 日～29 日：日韓ユースセミナー 今年はソウル YMCA で。深谷聡君（名古屋クラブ）が実行委員長
として引率。
＊神沢ファミリーYMCA にプレハブ倉庫を寄贈（名古屋・名古屋南山・名古屋プラザクラブ）

9 月：
11 日：名古屋南山・名古屋プラザクラブ合同例会にリーダーを招待し夏期プログラムの慰労
名古屋・名古屋東海・名古屋グランパスクラブから約 10 名も参加

23 日：名古屋ＹＭＣＡ夏期プログラム報告会
に参加＝名古屋・名古屋東海・名古屋南山・名
古屋プラザ・名古屋グランパスが参加、渡辺真
悟君（名古屋）のキャンプソング指導、バー
ベキューの設営、食料の差し入れなど。
（中部ホームページに掲載）
10 月：
26 日：名古屋ＹＭＣＡピースフルサンデー：名古屋ＹＭＣＡと南山幼稚園のバザーにゲームコーナー・
模擬店で参加 名古屋東海は模擬店（焼き鳥・キムチ・じゃがいも）名古屋南山は模擬店
（ み た ら し 団 子 ・ 飲 み 物 ）・ ゲ ー ム コ ー ナ ー （ 射 的 ） 名 古 屋 グ ラ ン パ ス は ゲ ー ム コ ー ナ ー
（ボール投げトイレットペーパー落とし）・東北支援物品販売 （中部ホームページに掲載）
11 日・12 日 日和田キャンプ場クロージングワーク（名古屋グランパスクラブ）

17 日・19 日・29 日：名古屋南山クラブ「ワイズ農園」での芋掘りにＹＭＣＡの子ども会員等を招待
「ゆたか希望の家」
「ピーナッツ（野外活動）」「かみさわ保育園」
19 日：金沢犀川クラブ「秋のクリーンキャンペーン」参加

新桜坂緑地

11 月：
1 日：第 21 回名古屋ＹＭＣＡチャリティラン（名城公園）

（中部ホームページに掲載）

実行委員長柴田洋治郎君（名古屋東海）委員深谷聡君（名古屋）下村
明子君（名古屋グランパス）長谷川和宏君（名古屋東海）荒川恭次君（名
古屋グランパス）小澤幸男君（名古屋プラザ）
雨天の開催となったが設営・進行・撤収に協力、名古屋クラブはみたら
し団子、名古屋東海は飲み物を提供、名古屋グランパスは設営、名古屋
プラザ・名古屋南山はコースの安全確保。司会進行下村さん、ハモンド
オルガン小澤幸男君（名古屋プラザ）名古屋ＹＭＣＡ障害児プログラム
への支援金約 400 万円
3 日：フェローシップイン南山：名古屋南山クラブ「ワイズ農園」
（刈谷市）に 2 施設の子供たちと成人
の 1 施設約 50 人を招待、芋掘りとバーベキュー。
「南山寮」「名広愛育
園」
「あんずの会」計 51 人とワイズメン・スタッフ・高校生 OB19 人
5 日・11 日：名古屋南山クラブ「ワイズ農園」南山幼稚園・明星幼稚園約 50 人
8 日：名古屋ＹＭＣＡチャリティゴルフ大会（中部国際ゴルフクラブ）参加者３０人
384,000 円を東日本大震災被災地支援活動に仙台・石巻・宮古の YMCA センターに。

24 日：三重 YMCA チャリティーウォーク（三重県民の森・尾高観音）＝東日本大震災被災地支援のた
めの YMCA を支援する。三
重 YMCA と共催（四日市ク
ラブ・津クラブ）

25 日：三重 YMCA「コカリナ音楽会」ばんこの里会館 幼児園の園児など（四日市・津クラブ）
29 日：第 1 回名古屋ＹＭＣＡ大会：通信会館にて開催。実行委員長服部庄三君（名古屋グランパス）
公益財団法人になって初めて開催。（中部ホームページに掲載）
29 日：ＹＹフォーラムを名古屋ＹＭＣＡ大会に併せて開催、講師にジョン・ギャスライト氏に迎え「森
が生きる勇気をくれた～自然の中の子育ての大切さ～」を聞いた。（ホームページに掲載）
30 日：
「ながまちふれあいフェスティバル」：金沢ＹＭＣA＝金沢・金沢犀川クラブ
12 月：
19～25 日：第 38 回「平和の使者クリスマスカードコンテスト」
名古屋東海クラブが協賛プログラムとして「東海ワイズメンズクラブ賞」を毎回授与してい
る。
（中部ホームページに掲載）
展示は栄セントラルパーク・市民ギャラリーで。
23 日（火・祝）
：第 12 回名古屋 YMCA クリスマスキャロル in セントラルタワーズ（名古屋駅前）
名古屋５クラブがこぞって協力して会場の準備、整理、歌詞カードの配布などを行う。
サンタの衣装で歌う聖歌隊をサポートする。実行委員長は名古屋クラブ小尾雅彦君、合唱指
導と指揮は名古屋東海クラブの橋爪圭子メネットが初回から奉仕している。

23 日（火・祝）
：金沢 YMCA「ユニセフ街頭募金」堅町商店街 金沢クラブ・金沢犀川クラブ
６日：＊名古屋クラブは毎年、社会福祉施設「愛美の会」のクリスマスに訪問して奉仕している。
今年もメネット会が食事を用意し、メンが４人編成のバンドでクリス
マスソングなどを一緒に歌い踊り大いに盛り上がりました。
「愛美の会」は障がいを持つ人のためのティサービス施設です。

＜この他、各クラブではクリスマス例会にユースを招待している。＞

１月：
10 日：名古屋南山クラブ（リーダーとの新年会）杁中・魚民で開催
名古屋南山クラブ６名、名古屋東海クラブ３名、リーダー（南
山 Y・代官町 Y）８名 スタッフ 1

南山 Y 会員 1

スタッフ

OB（元ワイズ）1
毎年リーダーとの交流の機会として開催している。

２月：
20 日：フィリピンワークキャンプ結団式

南山 YMCA（名古屋グランパスクラブのサポート）

24 日～3 月 1 日 パナイ島タンバリザ地域（イロイロ YMCA のユースとともに）
スタッフ 1 名（名古屋グランパス連絡主事）・ユースリーダー2 名の参加
３月：
8 日（日）
：
「新幹線おもてなし大作戦」クリーンアップ

新桜坂緑地 金沢 YMCA（金沢・金沢犀川）

10 日（火）中部特別例会（名古屋クラブ例会）
「東日本大震災・原発事故を避難して」
福島から名古屋に避難された小林万希子さんと岡本早苗さんの話を聞いた。
出席：名古屋 24・東海 2・南山 5・グランパス 8・四日市 2
愛知県被災者支援センターの瀬川裕康事務局長

27～29 日：インターアクトクラブ
東北支援研修ツアー
鈴木一弘君（名古屋東海クラブ）が引率

28 日（土）
：第３回名古屋 YMCA チャリティーウォーク「3.11 を決して忘れない」
名古屋地区ワイズ連絡会の主催で開催。名古屋東海クラブ長谷川和宏君がコース設定とガイド
名古屋市役所から江戸、明治の雰囲気の残る町並みを歩き、尾張藩ゆかりの建中寺などを訪れ、
４月に開館する名古屋 YMCA の新会館の見学を目的地に歩いた。参加費を東日本大震災の被災
者の心のケアに働いている盛岡 YMCA 宮古センターに献金した。（名古屋グランパスクラブ東
日本大震災被災地応援ツアーに委託した）
参加者：11 名（心で参加、参加費を献金 7 名）18,000 円を宮古センターへ
（中部ホームページに掲載）

４月：
４日（土）
：名古屋 YMCA かみさわ保育園開設１周年記念コンサート
神沢ファミリーYMCA ホールで開催。名古屋グランパスクラブ後援
ヴァイオリンとピアノによる誰もがよく聞いていた名曲の数々を演奏。
「気軽に楽しむクラシックコンサート」＜愛の喜び・花・早春賦・ジブリ
メドレー・ディズニーメドレー・いい日旅立ちなど＞

４日（土）
：15：30～名古屋 YMCA 新会館献堂式に参加・千種区春岡１丁目２番７号

式辞：村山盛芳牧師（日本基督教団南山教会）
「新しい歌を主に向かって歌え」挨拶：野村秋博理事長
11 日～12 日：第 3 回東日本大震災被災地応援ツアー（名古屋グランパスクラブ主催）
訪問地：陸前高田・宮古 参加者：20 名 名古屋クラブ、グランパスクラブ、名古屋 YMCA チャ
リティーウォーク参加者から義捐金を盛岡 YMCA 宮古センターへ贈呈した。

29 日（祝）
：名古屋 YMCA「春の根の上まつり」
昨 10 月の「秋の根の上まつり」は台風の接近で中止したので
1 年ぶりの根の上まつり名古屋東海クラブのサポートにより実施
＜参加費から名古屋 YMCA 新会館改修費用に４万円を献金＞
新緑の木々とヤマツツジの可憐な花、爽やかな風、懐かしい仲間
とのひと時、楽しい一日でした。

5 月：
3～5 日：名古屋 YMCA リーダー研修（御岳・日和田キャンプ場） 名古屋グランパスクラブは激励と
ワークに食材を持って参加した。（毎年実施）
研修中のリーダー達を横目にキャンプ場整備に汗を流
し、夜心づくしの野外料理をリーダーとともに堪能し、
キャンプソングを共に歌い、大いに語り合った。
リーダー達の働きぶりと爽やかな笑顔に夏のキャン
プに向けてのこのトレーニングを通しての成長に期待している。（松原会長のレポート）
16 日：名古屋 YMCA フォーラム「共につくり、盛り上がる～夢・希望～」
（南山 YMCA で開催）
基調講演：
「Beyond 越えて行こう、出会うために」中道基夫氏（神戸 YMCA 理事長）
総合コーディネーター吉田一誠君（名古屋グランパス）司会橋爪良和君（名古屋東海）

25 日：フィリピンワークキャンプ報告会（南山 YMCA）２月 24 日～３月１日パナイ島で実施。
名古屋 Y 遠藤スタッフとリーダー２名（柴田莉莎子・松下真夕）栃木 Y・岡山 Y７名
6 月：
７日：国際協力街頭募金（名古屋ＹＭＣＡ）
13：30～14：45 名駅前（名古屋東海・プラザク
ラブ）
・星ケ丘（名古屋南山・グランパスクラブ・
名古屋クラブ）

とうとう 1 年間やり遂げました。まだまだ続けます。
名古屋東海クラブの浅野猛雄君は 2014 年 4 月の名古屋 YMCA かみさわ保育園の開園
以来、1 年間毎朝保育園前の十字路に立ち、園児の登園を見守り、、園児の送迎の保護
者の車の整理、事故の起きないようにと夏の暑さや冬の寒さに耐えて奉仕を続けまし
た。この地区のワイズメンは浅野君が一人だけ、孤軍奮闘の毎朝です。
今では近所の人や通るバスの運転手から会釈されるようになりました。

