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「第 45 回クラブ総会」 ７月第１例会 

   ＜裸で語り合う会＞ 

 内海オテル・ド・マロニエ 

  恒例の当クラブの第 45 回クラブ総会が、７月

７～８日に内海オテル・ド・マロニエ内海温泉で開

かれ、初日は 15 人が参加した。 

 柴田洋治郎会長の開会宣言・点鐘で幕を開け、ワ 

イズソング（いざ立て）斉唱、五つの信条（次代の 

ために）、開会の祈祷と進んだ。 

続いて議事に移り、今期で会長を降りる柴田会長 

が一年を振り返り、「ＥＭＣの強化を議論してワイ 

ズの組織を強めたい。ワイズの目的の一つは、ＹＭ 

ＣＡのサービスクラブであるので、今後、コミュニ 

ケーションを図って、欠けている部分を補い、お互

い、成果が上がるようにしたい」と述べた。 

 深川会計からは、11～12 年度の一般会計・特別 

会計の計算書及び 12～13 年度の会計予算書が提示、 

され、収入・支出の部の科目について説明し、了承 

された。 

会長引継式では柴田現会長から、次年度の会長鈴 

木一弘君に会長バッジが引き継がれ、今後一年間の 

活動を鈴木氏が担うことになった。 

              （菅沼東平・記） 

 初日の夜４人は所用で帰宅、２日目の朝２人が合 

流し礼拝の時をもった。鈴木会長から感話「あなた 

がたは地の塩である。・・・・」（マタイによる福音 

書 5：13～16）があり、２日目の議事にはいった。 

 鈴木新会長の活動方針①ユースの例会参加率の 

向上⇒モチベーションを②クラブ例会の充実⇒メ 

ンバー相互のフェローシップ促進③適正な繰越金 

④ＹＭＣＡのプログラム・地域奉仕プログラムに 

積極的な支援⇒ ＹＭＣA との協働―が発表され、 

年間の活動計画を協議し、主要プログラムの担当者 

を決定した。（第２例会において11月の第１例会は、 

11 月 2 日（第 1 金曜日）に変更となった）毎回行 

っていたメンバースピーチは第1例会の進行を考慮 

し、年１回例会プログラムとして実施する。 

 また、クラブ会則を第１例会の開催日の変更に伴 

い改定することが提案され、その他現状に併せ、区 

定款に基づいて一部改定した。 

 ８月第１例会（10 日）はオークションではなく、 

メネット事業主任（野村靖子メネット）の国内プロ 

会長メッセージ ② 

我が娘、Ｙキャンプデビュー 

                   

   会長  鈴木一弘 

 

 ８月、まだまだ暑い（熱い！？）夏が続きますね。

「夏」を表題にした映画や小説は数多くみられます

が、私が好きなのは、『深夜特急』で有名な沢木耕

太郎の著作『一瞬の夏』。才能はあるが、いつも逃

げ道や言い訳を用意し、自滅していく一人のボクサ

ーを描いた渾身のノンフィクションです。 

 皆さんに支えられての会長職も２カ月目に突入。 

８月第２例会は、今期の新たな試みとして、例会を

８時には切り上げ、暑気払いを兼ねて簡単な懇親の

時間を設けたく思います。秋には多くのワイズ行

事、ＹＭＣＡプログラムが続きます。是非ここで心

を一つにしていきたいものです。 

 私自身も８～９月は、青少年国際平和セミナー 

（広島ＹＭＣＡ）、福島親子招待キャンプ（協力： 

京都ウエストクラブ、京都Ｙなど）、学生ＹＭＣA 

石巻震災支援などが待っています。 

 また、私事ですが、不肖の娘（小３）もこの夏に 

ＹＭＣＡのキャンプデビュー（大阪Ｙの阿南海洋キ

ャンプ・・・東田さん、ゴメンナサイ）をします。 

どこまで逞しくなって帰ってくるか楽しみにして

いるところです。 

ジェクトの内容を東海のメンも共有できるように、

その前段階として「心のケア」についての卓話を聴

くことにし、担当を野村メン・松本メンに決定。 

              （八木武志・記） 

  

柴田会長から鈴木会長へ会長バッジの引継 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 解散したあと、まっすぐ？帰る人や、山海から海

岸沿いに師崎まで山田君、山村君の引率で鯵、イサ

キ、蛸のぶつ切り刺身を堪能したグループに分かれ 

て散会しました。 

 会場の手配、準備の柴田、鈴木両会長ありがとう 

ございました。ご苦労さまでした。 
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  ７月第２例会報告 

７月 20 日（金）19：00～21：00 ＹＭＣＡ会議室 

出席：浅野、柴田、鈴木一、野村、長谷川、東田、 

深川、松本、八木、野村靖子ﾒﾈｯﾄ、松本淳子ﾒﾈｯﾄ 

６～7 月に行われた行事の報告の後、 

①今後の 7 月の予定： 

 日和田エンジョイワーク：21～22 日 柴田、東 

  田、八木が参加予定 

 根の上ワーク：22 日（日）浅野、杉山、長谷川、 

 八木、山村、杉山君の友人、山村君の友人が参加 

②８月の予定： 

 国際大会（ノルウェー）：８月 2～8 日 野村夫妻 

 国際青少年平和セミナー：4～6 日広島で開催 

  鈴木一弘君が名古屋Ｙのユースを引率 

 京都橘大学福島―山科親子キャンプ：18～24 日 

  鈴木一君と京都ウエストの岩本さんが協力し 

  京都Ｙ，名古屋Ｙの協力を要請中 

 日韓ユースセミナー：20～24 日ソウルＹほかで 

  東田美保君が団長、大学生４名、高校生１名、 

  アドバイザーとして義井裕子さん 

 中部部会：26 日（日）申込締切が７月末、 

  長谷川君が早急に出欠をとり申し込む 

③８月第１例会：８月 10 日（金）18：45～ 

 会場；ラ・スースＡＮＮ 担当；野村君・松本君 

 卓話「心のケア」講師：宗方比佐子氏（金城学院 

 大学教授 人間科学部部長 社会心理学） 

 野村西日本区事業主任としての国内プロジェク

ト「心のケア」の狙いに理解を深める予備段階と

してお話をうかがう。できればリーダー・ユース

の参加を期待する。 

 ８月第２例会：８月 17 日（金） ＹＭＣＡ 

 例会後に納涼交流会をもつ。20：00～21：30 

 会費 2000～3000 円程度、是非多数の参加を 

④11 月第１例会の開催日を 11 月２日（金）にする 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日和田エンジョイワーク 

 柴田さんの車に同乗し日和田に向かった。あいに

くの雨は降りやまず開田で蕎麦を食べ12時頃到着。 

南山の中井主事、ＩＣＣＰ－Ｊ（国際キャンプカウ 

ンセラープログラム）の陳冠蔡さん、劉怡青さんが

出迎えてくれた。順次参加者が到着。グランパス 

服部君、荒川君、早川君、信田君、プラザ櫛田君、 

後藤君、スタッフ万福寺、東田、浅野、遠藤、水谷、 

藤谷、我々を含め総勢 17 人、雨の中草刈りをはじ 

め、私は前から気になっていた玄関の木製の扉に防

腐液の塗布を行い、初日の作業は終了。テントを１

張立てて夕食の準備、炭火の点火で服部、早川両君 

が奮闘？（張り合い？）、今年は天候不良でプラザ 

の太公望も空振りで釣果なし。２日目は早朝７時、

浅野君が迎えに来てくれ、朝食抜きで根の上に向か

った。柴田君はスタッフの遠藤さんと夏のキャンプ

プログラムのため御嶽登山の下見で山登り、しかし、

視界不良で雷が心配。大丈夫だったろうか。残りの

人たちはロッジ内の清掃、整理、ポール（旗竿）の  

取り付け、ご苦労さまです。   （八木武志・記） 

「根の上ワーク」 

 さて、根の上では雨の中。屋根のペンキ塗りの予

定はすべて出来ず、折角山村君のお友達が５人と子

供 2 人来てくれたのに残念。しかし、杉山君のお風

呂友だちの山田土木、山田水道の二人の社長と社員

の小栗さん、調理師の富谷さんが来てくれ（ユンボ） 

駐車場の水切りに水道管持参で排水のための作業

と「月のテラス」のコンクリートを除去する作業。  

昼食は山村君が準備した鶏肉とモツ、杉山ファーム 

の採りたて野菜でバーベキュー、富谷さん特製の味

噌汁（野菜の具たっぷり）、キュウリの塩もみ、茄

子の焼き物、子供たちのために飯合でもご飯を炊き、 

大人は生ビールたっぷり。午後は雨があがったが作

業はできないのでキジガハラで杉山さんちの甘い

スイカを子供たちがスイカ割りを楽しんだ。  

長谷川君は折角チェンソーを持参したが出番が

なく、携帯で中部部会の出欠をとる作業に没頭した。 

東海クラブ出席：浅野、杉山、長谷川、八木、山村 

 

  

日和田での柴田君  根の上、少し通り易くなった 

 

第 16回中部部会  

”Go forward! Call together”「前へ！声を掛合い｝ 

開催日：2012 年８月 26 日（日） 

会場：名鉄ニューグランドホテル（JR 名古屋駅西） 

記念講演講師：近藤真由氏「音楽が脳機能、自律神

経に与える働き～音楽療法の立場から」 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン   8 月 10 日  野村秋博君 

 メネット   8 月 4 日  鈴木智子さん 

         ８月 20 日  杉山由香里さん 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

 Youth Activitiesです 

「将来のＹＭＣＡとワイズを担うユースを育てる

ための活動と支援をしましょう。」 

西日本区ＹＭＣＡサ-ﾋﾞｽ・ユース事業主任 

  下村明子さん（名古屋グランパスクラブ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇クラブ総会が７月７日（土）～８日（日）に開催

された。鈴木一弘会長のもと新しい年度が始まりま

した。心を開き、裸になって語り合いました。 

◇野村メネット事業主任もスタートです。松本メネ 

ット書記、杉山メネット会計ご苦労さまです。 

各部会で西日本区大会のＰＲに併せ物品の販売を

する予定です。できればメンも多くの部会に参加し

てお手伝いをしてください。六甲部会（９月８日） 

と阪和部会（９月 22 日）には数名が参加の予定で

すがほかの部会に参加しようという方いませんか。 

◇九州北部の豪雨による災害については、まだ情報

が少ない状況です。緊急支援金の受け付けを熊本Ｙ

ＭＣA は始めたようです。８月のニコボックスはこ

の支援金にあててはいかがですか。阿蘇のＹＭＣＡ 

の施設は被害がなかったか心配です。 

 

 会費納入のお願い 

      会費（月額）  7,000 円 

        （年額）  84,000 円 

  一般会計 振込銀行口座 

    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 

ブリテン原稿を書いてください。 

東海クラブのみなさん、ブリテンに投稿をお願いし

ます。担当の八木まで。 
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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○    

3 伊藤 貴久 ○       

4 遠藤 彰一 ○      

5 柴田洋治郎 ○ ○ ○    

6 菅沼 東平 ○      

7 杉山 敏雄   ○    

8 鈴木 一弘 ○ ○      

9 鈴木 孝幸 ○      

10 鈴木 浩之       

11 野村 秋博 ○ ◎      

12 橋爪 良和 ○      

13 長谷川和宏 ○ ○ ○    

14 服部 敏久 ○      

15 東田 美保 ○ ○ ○    

16 深川 直 ○ ○      

17 松本 勝 ○ ◎     

18 八木 武志 ○ ○ ○    

19 山田 英次 ○       

20 山村 喜久 ○  ○    

◆2012～2013 年度クラブ役員 

会 長：鈴木一弘  副会長：山村喜久  書記：

八木武志 直前会長：柴田洋治郎 一般会計：深川 

直  特別会計：鈴木浩之  会計監査：浅野猛雄 

連絡主事：東田美保  メール委員：鈴木一弘 

YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・伊藤貴久 

ＥＭＣ：浅野猛雄・山田英次 

地域奉仕・環境：松本 勝・服部敏久 

交流：野村秋博・橋爪良和・鈴木孝幸 

ファンド：山村喜久・遠藤彰一 

広報・ブリテン編集：菅沼東平・深川 直・八木武

志  （発送）：浅野猛雄：長谷川和宏 

根の上担当：山村喜久・杉山敏雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区役員・委員・中部役員 

メネット事業主任：野村靖子 メネット書記：松本

淳子 メネット会計：杉山由香里  ワイズメンズ

ワールド編集委員長：野村秋博  区組織検討安全

対策委員：鈴木孝幸  中部直前部長：長谷川和宏 

中部ＥＭＣ事業主査：松本 勝 


