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名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン

会長メッセージ Ⅵ
会長 八木 武志

１１月１４日（日 、奈良ホ）

テルで奈良ワイズメンズクラ

ブ創立６０周年記念例会が開

かれました。歴史と伝統のあ

るクラブですが、メンバーの若々しさとクラブメ

ンバーの結束の絆を感じ、大いに刺激を受けてき

ました。

記念例会に先立ち、奈良県中小企業会館におい

て東日本区御殿場クラブと国内ＤＢＣ締結式に引

き続き、奈良クラブを含めてトライアングルのＤ

ＢＣ締結式を、仁科西日本区理事、平野交流事業

主任、澁谷中部部長、坂本阪和部部長など、多く

の西日本区役員の立ち会いのもとに行うことがで

きました。

会場の準備など、ほとんどの準備を奈良クラブ

。 。にしていただきました 心配りに感謝いたします

御殿場クラブも井田会長をはじめメンバーは少

なくても結束の固いクラブです。日本ＹＭＣＡの

知性が生まれる東山荘を拠点とする素晴らしいク

ラブです。

今後、両クラブとの交流により、わが東海クラ

ブもさらなる前進を図っていきたいものです。

「ワイズはフェイス ＴＯ フェイス」

１１月第 例会報告1
●「よみがえる？ 里山」

金城学院大学教授 小野 知洋氏

８月１２日 木）(
ラ・スースＡＮＮ

かつては生活

をする上で必要

な資材であった

、薪や木炭などは

エネルギー革命

と開発が進んだ

結果、振り向き

もされないまま

放置されてきました。その結果、人の生活とともに

あった里山は荒れ果てています。

１０月に名古屋で開催されたＣＯＰ１０でも「里

山イニシアティブ」が採択され、身近な自然である

里山が自然体系を守り、生物多様性を保存するため

にも極めて重要な存在であることが再認識されてい

ます。

講師の小野教授は農学博士で、本来は虫の専門家

だそうですが、里山への関心が高く、里山の復活・

保存活動に努力されています。里山活動には体力と

継続力が必要です。そのためにはいくつかのポイン

トがあります。第１に何らかの形で活動に「報酬」

を与えること。第２に地域住民が主体であることを

忘れず住民にとけ込むこと。第３に都市の人々をか

らめて引き込み、システムづくりをすることが必要

であること、などです。

そのための活動の例を各地域の「一村一品運動」

を挙げて紹介し、村おこしをしながら里山保存運動

を進めていく手法を紹介していただきました。まず

活力のある若者に手伝ってもらうことが大切です。

「単位」という報酬は一つの要素ですが、学生諸君

は喜んで活動に参加してくれますし、労を惜しまず

活動し、喜びを見つけます。

現在、大学内の「八竜湿地」の自然環境を守り、

大学の「目玉」にしようと活動を続けているそうで

す。エコポイント（地域通貨）など、楽しみながら

里山活動を続ける小野先生は授業にこれを取り入

れ、地域との交流も進めているとうかがいました。

お土産として、里山からの「報酬」の一部である

「竹炭」を参加者全員がいただきました。小野先生

にはとても良いお話しだけでなく、そのお礼を申し

上げます。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

奈良、御殿場、東海３クラブ

トライアングルＤＢＣ締結式！！
１１月１４日（日）

奈良県中小企業会館

一昨年３月、奈

良クラブとのＤＢ

Ｃ締結に続き、東

海クラブからの御

殿場訪問、御殿場

クラブからの名古

屋訪問とデートを

重ねてきた３クラ

ブですが、ようやく御殿場クラブとの国内兄弟クラ

ブの締結。そして晴れて３クラブのトライアングル

ＤＢＣ締結を果たすことができました。

当日は夕方から奈良クラブ６０周年記念例会が奈

良ホテルで開催されるのに合わせ、昼から締結式を

開催。わがクラブからはメン９名、メネット４名、

合わせて１３名。御殿場クラブからは車で高速道路

をひた走ってきたメン４名、メネット２名の６名が

参加しました。

締結式は仁科西日本区理事をはじめ、澁谷中部部

長、坂本阪和部部長、平野交流事業主任など区役員

多数も臨席され、盛大に開催。

昼食の後、橋爪メンの司会で締結式は進行されま

した。まず御殿場クラブの井田会長と東海クラブの

八木会長との双方で締結書にサイン。

続いて絈谷奈良クラブ会長も加わり、３クラブで

トライアングルＤＢＣ締結書にサインしました。
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締結書は

西区、東区

はじめ役員

のサインが

必要で、し

かも枚数が

多くて、八

木会長のサ

インする

手も疲れるほどでした。それほど多くの人に見守ら

れているわけで、簡単に「別れる」わけにはいきま

せん。お互い長いお付き合いをと誓い合いました。

その後は奈良公園を歩いて、奈良ホテルへ移動。

さすがに百年の歴史をもつ、日本有数の老舗ホテル

だけに、内部を見学した時はその重厚さにため息が

出るほどでした。多くの有名人が訪れた純木造の旧

館はもうじき姿を消すそうで、残念な気がします。

記念例会は第一部の式典の後、懇親会では仁科理

事と坂本阪和部長が奈良時代の貴族の衣装で登場し

会場を沸かせました。会の進行は、さすが人材豊富

、 、な奈良クラブのこと アットホームな企画と進行で

楽しい２時間でした。特筆すべきはディナーがとて

もおいしく、さすが奈良ホテルと感心しました。

行きは近鉄。帰りは一部を除いて京都経由で新幹

線で帰名。着いたのは９時半頃でした。御殿場の皆

さんは一泊し、翌日は途中、御在所の紅葉を愛でな

がら、全員無事に御殿場に帰られたそうです。

また、皆さんとの再会を楽しみにしています。

１１月第 例会報告2
１１月１５日（木）名古屋Ｙ

月第２例会での報告、決定事項は次の通りで11
す。

① 月 日のクリスマス祝会について打ち合わ12 12
せをし、まず南山クラブから申入れの有った合

同で行う件は準備期間が無いためお断りをして

東海単独で行うこととした。

１、 会費は昨年同様メン、メネット、大人のゲ

5,000 3,000 3スト 円、コメット 円（小

以上高校生まで）乳幼児無料とする。

２、 招待者はチャリティーランの代走のインタ

ーアクトクラブ 名と今年の卓話の講6
師とし、卓話の講師は担当者が案内を

することとした。

３、 第一部の司会を深川君、第二部の司会を

伊藤君にお願いすることとした。

４、 ビンゴの景品は目玉になるものはクリスマ

スの予算で購入し、他のものはメンバ

ーに持ってきてもらうこととした。

②ワイズ連絡会の報告として 月例会オークショ2
（ 、 、ンを部長公式訪問とし４クラブ 南山 プラザ

グランパス、東海）合同例会としたいとの要望

が有ったことが報告された。

「 」③１２月２８日の忘年会は昨年と同様 日本海庄や

を第一希望とすることが決定された、なお、八

木会長はそれまでに次期の会長を決めたい旨、

報告をされた。

④長谷川次期部長より２５日に中部事務局会議を午

後７時からＹＭＣＡで行い、新たに柴田君、東

田君、松本君を事務局員にお願いしたいとの要

望が有った。

⑤八木会長より、ＤＢＣ締結書、およびトライアン

グル締結書が披露された。

⑥中部部長よりＤＢＣ締結の祝い金を頂いたので、

。 、クラブファンドにすることが決定された なお

以前深川君より預託された主査活動費は本人の

意思を尊重し、ワイズリーダー基金に寄付する

ことが決定された。

⑦今年のジャガイモファンドは 円であった28,644
ことが報告をされた。

⑧今年最後の根の上ワークは 日に行い、浅野、21
八木、山村の 名が参加する。3

⑨入院中の杉山君は経過が順調で 日に退院の予24
定と、会長より報告があった。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

みんななかま！わいわいフェスタ

～世代を超えて交流しよう！～

（ ）10 23月 日 土

の秋の 日 『みん1 、

ななかま！わいわ

いフェスタ～世代

を超えて交流しよ

う～』と題して、

名古屋 にワYMCA
イズメン、リーダ

47ー、スタッフ

名が集い、交流会を行いました。今回のディナーは、

タコ焼き＆手巻きずし。タコ焼きを焼いたり、なかよ

く手巻きずしを作ったりする中でたくさんのコミュニ

ケーションが生まれ、大好評でした。

プログラムは夏に行った様々なプログラムの報告、

リーダー達の『成長した自分』についてのスピーチ、

イケてるおっちゃん達による生ライブ、グループ対抗

夏の クイズ～夏の秘密を解き明かせなど楽しYMCA
い時間があっという間に過ぎました。

今回は今までとは違う趣向で行いたいとの担当スタ

ッフの思いがありました。手探りの中、準備し、会を

催しましたが、このような世代を超えた交流があるの

が であり、いろいろな世代の方々に支えられYMCA
ている を改めて感じることができました。今YMCA

YMCA後も新しい発想を持って たくさんの方が集う、

となるように様々な活動をしていきたいと思います。

ご支援いただきましたワイズメンズクラブ国際協会

中部の皆さま、ご参加頂きましたワイズメンの方々あ

（連絡主事・東田美保）りがとうございました。
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次期中部事務局便り①
次期中部部長 長谷川 和宏

名古屋東海クラブは、 年中部事務2011-2012
局を、来年 月から 年間預かることとなりま7 1
した。この欄で、部会準備や進行状況を随時お知

らせしましょう。

月 日 木 には 年中部事務局11 25 ( ) 2011-2012
を発足させました。

最初の仕事は、スケジュール確認、事務局スタ

ッフと各事業主査の任命、来年 月２８日に 開8
く中部部会の企画プログラムの内容を決める作業

です。クラブにとっては重要なクラブ三役の指名

も急ぎます。

そこで皆さんから、中部部会の企画プログラム

について、積極的なご提案 楽しいアイデアをお

寄せください。

お待ちしています。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

お誕生日おめでとうございます
メネット １２月１２日 伊藤 聡子さん

１２月３１日 深川 康子さん

結婚記念日おめでとうございます
加藤 友昭君・慶子さん １２月２４日

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

今月の西日本区強調月間は

ＥＭＣ－Ｍです。
西日本区ＥＭＣ事業主任の新山兼司ワイズ

（京都トップスクラブ）は会員同士の親睦を深め

クラブ発展の礎を築こうとアピールをされていま

す。ＥＭＣのＥは新クラブを設立すること。ＭＣ

は新会員増強と会員意識の高揚をはかる事です。

今月はクリスマス祝会と忘年会があり親睦の絶

好の機会です、ぜひ覚えてご参加ください。

中部のＥＭＣ主査は下村明子ワイズ（名古屋グ

ランパスクラブ 。東海クラブのＥＭＣ担当は委）

員長が伊藤貴久君です。

◆会費納入のお願い

会費 １カ月 ７０００円

年間 ８４０００円

一般会計 振込先銀行口座

三菱東京ＵＦＪ銀行鳴子（なるこ）出張所

普通３５４２６１０

口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ

◆２０１０～２０１１年度名古屋東海クラブ役員

会 長：八木 武志 副会長：加藤 友昭

直前会長：伊藤 貴久 書 記：浅野 猛雄

一般会計：柴田 洋次郎 特別会計：鈴木 浩之

連絡主事：東田 美保

・ＹＭＣＡサ・ユース 鈴木一、杉山、加藤

・地域奉仕・環境 松本、濱島

・ＥＭＣ（会員増強） 伊藤、山田、服部

・ファンド（ＢＦ） 鈴木孝、橋爪、山村

・クラフファンド 遠藤、服部、鈴木浩

・交流（ＩＢＣ、ＤＢＣ）野村、野崎、鈴木孝

・広報・ブリテン 深川、橋爪、菅沼、浅野、

松本、長谷川

・根の上担当 山村、伊藤、杉山、橋爪、

長谷川

・国際募金 鈴木一、山村

次期中部役員◆

部長 長谷川 和宏 書記 八木 武志

会計 松本 勝 事務局長 浅野 猛雄

部会実行委員長 橋爪 良和

同副委員長 服部 敏久

№ 開　催　日 11

／

11

日

第

１

例

会

11

／

18

第

２

例

会

11

／

14

奈Ｄ

良Ｂ

・　Ｃ

御締

殿結

場式

じ

ゃ

が

い

も

フ

ァ

ン

ド

フ

ァ

ン

ド

ポ

イ

ン

ト

１ 浅井　秀明 広　義　会　員

２ 浅野　猛雄 ○ ○ ○ ２００ １９５０

３ 伊藤　貴久 ○ ○ ◎ ２００ 　９５０

４ 遠藤　彰一 ４００ ７４００

５ 加藤　友昭 ○ ５００ 　５００

６ 柴田　洋次郎 ○ ○ ５００ ４２５０

７ 菅沼　東平 ○ ○ 　５００

８ 杉山　敏雄 ○ﾒﾈ １８００ ５０５０

９ 鈴木　一弘 ○ ○

１０ 鈴木　孝幸 ○ １０００ １２２５０

１１ 鈴木　浩之 ○ ○ ○ １８００ ４３００

１２ 野村　秋博 ○ ○ ◎ １２００ ７４５０

１３ 野崎　勉 ○ １０００

１４ 橋爪　良和 ○ ○ ◎ １５００ ６５００

１５ 長谷川　和宏 ○ ○ ○ ５００ ４７５０

１６ 服部　敏久 ○ ２７５０

１７ 濱島　誠一朗 ２７５０

１８ 東田　美保 ○ ○ ２００ １２００

１９ 深川　直 ○ １４００ １１９００

２０ 松本　勝 ○ ○ ○ ２００ ２２００

２１ 八木　武志 ○ ○ ○ ２００ ５４５０

２２ 山田　英次 ○ １２００ ６２００

２３ 山村　喜久 ○ ○ ２３００ ２３００


