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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）

8 月の西日本区強調月間 Youth Activities
YMCA サービス・ユース事業主任 堤 弘雄メン（熊本クラブ）
「ユースに国境を越えた友情を体験する機会を提供し、平和な世界を築きましょう！」

新しい期が始まり 1 か月たちましたが、中部の皆さまいかがお過ごしですか。
7 月は各クラブキックオフ例会が開催されたと思います。日和田のオープニングキャンプもあり、
ＹＭＣＡの夏のプログラムも始まりました。
さて、今月の通信内容は以下のとおりです。なお、詳細は各クラブブリテンや中部ホームペー
ジをご覧ください。（中部ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html）
（※は私も参加しました。）
１．7 月 9 日（土）日和田オープニングキャンプ
リーダーとＹＭＣＡスタッフ、ワイズメンが夏の子供たちの
キャンプに向けて草取りなどキャンプ場の整備をしました。
２．7 月 16 日（土）17 日（日）大阪にて第 1 回役員会（※）
来年 2 月 4 日（土）5 日（日）に東山荘で東西交流会が開催
されることなどが決定しています。また来年 3 月の会長主査研
修会は、日程と場所が変更になり、3 月 18 日 19 日に六甲山Ｙ
ＭＣＡでの開催が予定されています
３．7 月 23 日（土）メネット主査研修会
郷戸正光メネット事業主査（四日市ワイズメンズクラブ）が福岡で
開催されたメネット主査研修会に参加されました。研修会は当期
の国内プロジェクトである福岡のフリースクールエスペランサにつ
いて代表の福田哲也メンから、「不登校など悩みを持つ子供たち
を生き生きとした若者になるように育てたいとの日々取り組んでお
られる」ことをうかがいました。中部部会のメネットアワーには熊本
からメネット事業主任亀浦尚子メネット、福田哲也メンもいらっしゃ
るので大勢で参加してお話しをうかがいたいと思います。

４．7 月 23 日（土）2015-2016 中部評議会熊本震災支援金（※）
荒川恭次前中部部長期の評議会で決定された中部評議会熊
本震災支援金 77,445 円は荒川前中部部長の代理で岩本恭次理
事に届けました。当期の献金目標に加えられます。
荒川期キャビネットをはじめ 2015-2016 評議会のメンバーの皆
様ありがとうございました。
５．7 月 30 日（土）金沢 YMCA 創立 70 周年記念式（※）
金沢ワイズメンズクラブ、金沢犀川ワイズメンズクラブの皆様に
より金沢 YMCA の活動が支えられていることを知り、また金沢
YMCA の活動が金沢の地に溶け込んでいることが感じられました。
基調講演は山田公平前アジア・太平洋 YMCA 同盟総主事により
今後のワイズの在り方の提言がなされました。詳細は名古屋東海
ワイズメンズクラブ八木武志メンが中部ホーム・ページに記事をアップされていますので御覧ください。
６．南山ワイズ農場の紹介
今回はお芋がすくすく成長している南山農場の紹介を名古屋南山
クラブ会長杉山弘時メンからいただきました。
南山クラブの主要な活動の場である「南山ワイズ農場」は、刈谷
市（愛知教育大学の近く）にあります。メンバーの近藤さん所有の
畑の一部を借りて整備しているものです。春の芋の植え付けに始
まり、夏野菜の栽培、秋の「芋ほり」、冬の玉ねぎの栽培等、年間
を通して様々な活動をしています。昨年度は西日本区のＹサ事業の支援金をいただき PIZZA 窯を作り
ました。おかげで活動にも幅ができ、野外活動グループや幼稚園園児に「野外料理」や「焼き芋」を楽し
んでもらえるようになりました。写真は最近のもので、５月末に植えた 1,500 本のサツマイモは順調に育
っています。又、近藤さんが汗を流して植えた「胡麻」や「自然薯」が芽を出し、ツルを伸ばし始めました。
暑い日が続きますがこれからしばらくの間は雑草との戦いが続きます。（名古屋南山クラブ会長 杉山
弘時）
７.８月以降の中部の行事予定
8 月の行事予定
4 日～7 日 台湾にて国際大会
2 日～5 日、10 日～12 日 名古屋市中学生バスケットボール大会（Ｙサ行事：問い合わせは名古屋
東海クラブ長谷川和宏メン、八木武志メンまで。）
28 日（日）中部部会 名鉄ニューグランドホテル
メネットアワー 11 時～12 時
式典 12 時 30 分～
講演 13 時 30 分～
懇親会 14 時 30 分～
懇親会は 16 時半までには終了予定です。

9 月の行事予定
8 日（木）名古屋東海クラブ名古屋南山クラブ合同例会 岡本元理事を迎えて
場所ラ・スースアン
24 日（土）YYY フォーラム。名古屋 YMCA 大会と同日開催予定。
10 月の行事予定
9 日、10 日 日本 YMCA 大会 東山荘
30 日（日）南山ピースフルサンデー
11 月の主な行事予定
5 日（土）6 日（日）区役員会、区準備役員会（出席は川口、山内ミハル次期部長）
12 日（土） 名古屋 YMCA チャリティラン
28 日（土）第 2 回中部評議会および EMC シンポジウム予定 名古屋 YMCA 本館
８．他の部の部会予定：
登録及び詳細に関しては各ホストクラブへお問い合わせください。（6 月 24 日時点の案内より転記）
9 月 3 日（土）中西部会 ホテルグランヴィア大阪 （ホストクラブ 大阪高槻クラブ）
11 時 30 分より 14 時 30 分（受付 11 時～） 登録費 1 万円
講演：近藤直道氏（神峯山住職 「海外ボランティアのあれこれ」
9 月 4 日（日）阪和部会 和歌山 YMCA (ホストクラブ 和歌山紀の川クラブ)
12 時～15 時 30 分（受付開始 10 時 30 分～）
講演 崎山光一氏 （稲村の火の館館長 「11 月 5 日何が、そのとき浜口梧陵のとった行動とは」
9 月 11 日（日）京都部会 グランドプリンスホテル京都 （同 京都プリンスクラブ）
15 時開会（受付 14 時～）登録費 1 万円
※ 北京都フロンティアクラブチャーターナイト 部会の前に同じホテルで開催
※ 13 時～14 時（受付 12 時 30 分～）登録料無料
10 月以降については、今回は日と場所、ホストクラブのみお伝えします。
10 月 2 日（日）九州部会 ANA クラウンプラザホテル熊本ニュースカイ （熊本ひがし）
10 月 8 日 （土） びわこ部会 びわこの船上 （ホストクラブ 彦根クラブ）
10 月 15 日（土）瀬戸山陰部会 ピュアリティまきび（ホストクラブ 岡山クラブ）
10 月 29 日（土）西中国部会 山賊 （ホストクラブ 岩国みなみクラブ）
11 月 12 日（土）六甲部会 ラッセホテル （ホストクラブ 西宮クラブ）
10 月 29 日（土）西中国部会 山賊 （ホストクラブ 岩国みなみクラブ）
11 月 12 日（土）六甲部会 ラッセホテル （ホストクラブ 西宮クラブ）

