


 名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                         （2）

「TOF 例会」オークション 

名古屋グランパスクラブと合同例会  

2 月第１例会 2 月 8 日（金）名古屋ＹＭＣＡ 

 今月は TOF の月。TOF(Time of Fast)とは世界の

飢餓に苦しむ人々のために、例会の食事を抜いてそ

の分を国際協会に集め、途上国の民生向上に取り組

んでいる YMCA の活動を支援するものです。 

 例会場を YMCA３階

の会議室にして、名古屋

グランパスクラブと合

同例会、勿論食事抜きで

ある。担当の遠藤君、杉

山君が風邪をひき声が

だせない、鈴木孝幸君は前日香港から帰ったところ

知人の通夜が入りやむなく欠席ということで「困っ

たときの浅野さん」。司会を急遽浅野君がすること 

になった。 

 グランパスクラブも例会日がいつもと違うので 

都合が悪いメンバーが多く、阿部一雄会長、荒川恭

次君、吉田一誠君の３人であった。そのかわりに 

オークションの提供品をどっさり持って参加し、お 

買い上げにも大いに貢献したが折角の合同例会の

企画、出席できるよう都合の調整をしてほしかった。 

 オークションの結果

は、提供品１０１点、売

上金合計 85,700 円であ

った。 

 矢場とんの黒豚肉は

無かったが杉山ファー

ムの切干だいこんは例によって大好評、今年は松本

メネットの手作りケーキ、荒川君提供の自転車など

目玉が多く売り上げが伸びた。荒川君の老人用携帯

電話は唯一今まで携帯をもっていない八木君に無

理やり押し付けたが果たしてすぐドコモで手続き

をするだろうか？メネット同伴の伊藤君、お酒を沢

山お買い上げ、松本君も焼酎を、流石東海の酒豪！ 

亭主は我が道を行く。 

 提供品と買い上げのポイントにより、東海が

63.5％、グランパスが 36.5％の按分となり、それぞ 

れに売上金を東海 54,420 円、グランパス 31,280 円 

とした。（提供 100％・買い上げ 50％で計算） 

 ファンドポイントは次の通り。 

会長メッセージ ⑨  

   会長  鈴木一弘               

 いよいよ春、Spring の原義 

「突然飛び出す、はねる」の 

ように、何かしら人の心を躍らせる響きがこの言葉 

にはある。 

我が名古屋東海も、３月８日は御殿場、奈良両ク 

ラブを迎えての例会となる。２月のグランパスクラ 

ブとの合同オークションに続いての交流となるが、 

ワイズの友情が感じられるものにしたい。その準備 

をされている橋爪メンには感謝を申し上げたい。 

次期会長からは早くも「来春には韓国へ IBC 訪 

問」との所信表明を出され、積立準備との「ヤマム 

ラミクス？！」で、東海クラブもインフレ（上昇） 

傾向となることに期待したい。 

 会長職の任期も終盤、改めてクラブメンバー全 

員の支えの中にあったことに感謝したい。最近は 

第２例会が第１例会より楽しみとなってきた。各 

メンバーの考えが聞けたり、時には思慮不足のわ 

が身に叱責を受けたり、勉強になることが沢山あ 

るのが、その原因だ。 

４月からは、娘の通う小学校の PTA 副会長にな 

る。東海クラブへの誘いに躊躇したとき、野村メン 

からの「神様が、あなたに、やりなさいと言ってい

るのかも」との言葉をいただいた。クラブの会長職、 

PTA 役員への依頼の承諾、浅学非才の身だが、また 

学びの場が与えられた、と思おう。 

追記：脱稿時に、成瀬西日本区理事の訃報が届いた。 

過去にお世話になった記憶が次々と甦ってきた。 

心より、追悼の意を申しあげます。 

 

＊東海クラブ 

  浅野猛雄君：2,850   伊藤貴久君：6,950   

遠藤彰一君：12,300  柴田洋治郎君：2,100 

杉山敏雄君：8,800    鈴木一弘君：6,350 

 野村秋博君：9,200       橋爪良和君：5,400  

  長谷川和宏君：6,600     東田美保君：550  

松本勝君：12,200     八木武志君：4,200 

  山村喜久君：1,700（山村君は品物が出席） 

（東海クラブ：提供ポイント 40700 買上 38500 ） 

＊グランパスクラブ 

 阿部君：6,250 荒川君：23,500 早川君：9,200  

吉田君：6,500 

（提供ポイント 41150 買上ポイント 4350 ） 
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 2 月第２例会報告 15 日（金）19：00～20：00 

名古屋ＹＭＣＡ 出席：13 名 野村・松本メネット 

①今後の３月の予定： 

・西日本区大会実行委員会：３月１日(金) 

・第１例会：3 月 8 日（金）18：45～20：30 

ラ・スースＡＮＮ3Ｆ・2Ｆ 担当：橋爪君 

 DBC の御殿場・奈良クラブとの交流会 

 卓話「人材育成は“一杯のごはん”から」 

 講師：藤田邦高氏（LIXIL[旧 INAX]人事部） 

 例会後奈良クラブは日帰り、御殿場クラブとの懇

親会を２階で行う。会費 2,000 円～3,000 円 

 翌日、チャリティウォークに参加 

・チャリティウォーク＆揚がれ！希望の凧： 

 ３月９日(土)東山公園駅⇒平和公園（約 1 時間） 

 10：00 東山公園駅に集合 参加費：1,000 円 

 凧揚げはメタセコイア広場 昼食は各自持参 

・次期会長・主査研修会：3 月 9～10 日 新大阪 

・第２例会：3 月 15 日（金）19：00～YMCA 

・中部第 2 回評議会：3 月 20 日(祝)ＹＭＣＡ 

・中部ＹＹフォーラム：3 月 20 日(祝)ＹＭＣＡ 

・メネット「こころのケアを考える」講習会： 

3 月 20 日(祝) 阪和部・奈良ＹＭＣA 

②4 月の予定：第１例会：12 日（金）担当：浅野君 

・中部ＥＭＣワークショップ：14 日(日) 

・第２例会：19 日（金） ・「春の根の上まつり」：

29 日(祝) ・根の上ワーク：未定 

③西日本区後期区費等の納入、２月 15 日迄に完了 

④「忘れてはいけない、まだ出来ること」～震災か

ら 2 年、ＹＹフォーラム２０１３～ 

3 月 20 日(水・祝)15：00～18：30ＹＭＣＡ3 階 

 第 1 部：宮城・岩手から＝仙台ＹＭＣＡ震災支援

対策室 大村祐司氏・仙台青葉城ワイズメンズ

クラブメンバー・学生ボランティア・リーダー

（山元町ｲﾁｺﾞ農園支援に関わる） 

 第 2 部：フクシマから＝安藤等氏（福島市在住・

医師） 鈴木一弘君 学生・社会人（親子招待

キャンプに参加） 

 第 3 部：ここ愛知で＝井川景子氏（原発事故被害

者支え合いの会）托児ボランティアの高大学生 

メネット女子会開催！！ 

 2 月 21 日(木)午前 11 時よ

り、名古屋東海クラブメネッ

ト女子会を開催しました。 

 参加者は、野村・柴田・橋

爪・伊藤・松本メネットのみなさん。 

JR タワーズビル 13 階の「とうふ料理八かく庵」

でお豆腐づくしの京料理を楽しく、おいしくいただ

きました。次回は 3 月 12 日(火)です。 

詳細は追ってご案内いたします。メネット親睦の

女子会にぜひご参加ください。  （松本淳子・記） 

メネット事業「こころのケアを考える」 

＜講習会の実績と今後の予定＞  野村靖子 

１月 26 日(土)、西中国部 広島 YMCA 会館コン

ベンションホールにて開催。46 名の参加、当初の申

込は 60 余名の多数であったが、当日西中国部の会

合が重なり、その関係者が急に欠席となった次第。

西中国部の赤羽部長夫妻はじめワイズ関係者が半

数、専門学校生、保育園の先生方の若者が 1／3 と

当初の狙い通りの構成でした。 

 講習会は初めに YMCA 同盟制作の DVD の視聴

のあと広島Ｙ出身の仙台ＹＭＣＡボランティアセ

ンター副室長大村祐司氏から「現在の復興への取

組」について話していただいた。その後講師の宗方

教授は平易に且つ途中にリラックス体操を取り入

れながらベテラン教授ぶりを発揮、若者は“４時間 

アッという間でした。もっと勉強したい“と教授を 

囲んで質問ぜめでした。 

 ２月３日(日)、びわこ部 近江八幡 YMCA 喫茶ハ

ーモニーにて開催。今期の講習会の開催趣旨を部会 

の早い時期にご理解いただき、計画実施を一番に手 

を挙げていただいたのがびわこ部でした。アンケー

トによれば大多数の方が朝からの評議会の続きで 

大変お疲れだったようで、講師の先生も講演後の感

想で前半は話に乗ってこられなかったが後半にな

るとそうでもなかったと申しておられた。出席 35

名、祝部滋賀 YMCA 総主事、直前理事浅岡夫妻、 

成瀬区理事、平野書記、部外から京都部のメネット 

主査夫妻の参加があった。ほぼ全員ＹＭＣＡ・ワイ

ズ関係者で平均年齢が高かった。しかし、参加者の 

具体的な質問にも答える講師のいろいろなご配慮

には感謝。仙台 YMCA の光永総主事には YMCA の 

行ってきた活動の報告とこれから大切なことは「被

災地の経済活動が復活していくこと」、新たな復興

支援は「被災地ツーリズム」これは修学旅行に代表

される被災地の事を覚え、学びの場の「視察ツアー」

ですと語られた。遠いところから御奉仕に感謝。 

＜今後の予定＞：３月 20 日(祝)阪和部奈良 YMCA 

４月 20 日(土)六甲部神戸 YMCA 27 日(土)九州部

北九州 YMCA 瀬戸山陰部でも準備中。
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット  3月 14日  菅沼松美さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 3月 26日  菅沼東平君・松美さん夫妻 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

EF・JWFです 

「お祝いや記念日には幸せのお裾分け、感謝の気持

ちとともに献金しませんか。エンダメント基金（EF）

は国際協会へ、西日本区ワイズ基金（JWF）は西日

本区へワイズダム発展のためにご協力をお願いし

ます。」  西日本区ファンド事業主任 

       岡野泰和君（大阪土佐堀クラブ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇先月号掲載の O 教授とは大山先生？あるいは大

須賀先生？3月から新しい仕事、ご健闘を祈るばか 

りです。3 月に入った。草木がいよいよという≪い

ゃおい≫が弥生だという。あらゆるレベルで進路が

明確になる 3 月である。卒業式も、転勤や異動も、

転職も、そして転居もみな新しい苦難を伴うものだ

が、進路を明確にすることは希望をも同時に育んで

ことは進む。 

◇ワイズではあの「3・11東日本大震災」を忘れな 

いための企画がいろいろ計画された。こうした企画 

を通じて大震災 3年目、自身のスタンスと方向も確

認できそうだ。 ◇一方で、ワイズメンとしては、

全国の仲間を今年 6月に名古屋に迎える「西日本区

大会」準備は年度最大のイベントといえる。この 3

月には皆で区大会参加登録を済ませ、全員が大会ホ

ストとして役目を分かち合う時である。 

◇ちょっとだけ無理をして時間と力、知恵の提供を

お願いするばかりです。 （長谷川和宏・記） 

 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）支店 

   普通３５４２６１０ 

   口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ 
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1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○    2,850 

3 伊藤 貴久 ◎     16,950 

4 遠藤 彰一 ○     12,300 

5 柴田洋治郎 ○ ○    22,100 

6 菅沼 東平       

7 杉山 敏雄 ○     15,800 

8 鈴木 一弘 ○ ○     6,350 

9 鈴木 孝幸  ○   Ｍ  

10 鈴木 浩之       

11 野村 秋博 ◎ ◎     9,200 

12 橋爪 良和 ○ ○     5,400 

13 長谷川和宏 ○ ○     6,600 

14 服部 敏久       

15 東田 美保 ○ ○       550 

16 深川 直  ○   Ｍ   

17 松本 勝 ◎ ◎    12,200 

18 八木 武志 ○ ○     4,200 

19 山田 英次  ○   Ｍ   

20 山村 喜久  ○   Ｍ  1,700 

◆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（浅野猛雄） 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

                                                 


