
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会長主題    「言葉より行動を」      IP Isaac Paiathinkal （インド） 

アジア地域会長主題 「未来を始めよう、今すぐに」    岡野泰和 （大阪土佐堀） 

西日本区理事主題  「響きあい、ともに歩む」       松本武彦 （大阪西クラブ） 

中部部長主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう   大西博昭  （四日市クラブ） 

クラブ主題     「限りなき熱情を奉仕に」 

 

 

 

会長標語  ひとり一人の持ち味を活かして活発なクラブを 
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「お酒と落語」  

深見清隆氏＜鵜呑会元会長・トヨペット・トヨタ

自動車OB・名古屋高校、東京経済大卒＞ 

６月第１例会 ６月 12日(木） ラ・スースANN 

 今月の卓話は池野君と

遠藤君の同級生の深見さ

んから「お酒と落語」につ

いてお話を伺った。 

 深見氏が会長をしてい

た地方地酒を楽しむ会（鵜呑会）が３０年目となる

今年も開かれ、本醸造、純米酒、純米吟醸、大吟醸 

など 150本ほどの出品が有り、120人程が参加をさ 

れたそうです。この会の始まりは酒屋さんが開店し 

店の特徴を出そうと日本酒を集めたが思うように

売れず、やけくそになって、店に有るお酒を片付け

るため、酒好きな人に飲んでもらおうと倉庫で地方 

銘酒の会をやったところ、こんな良い酒が有るのな 

ら今後も続けて欲しいとのことで、二回目からは近

くのレストランを会場に続けてこられた。お酒は適

量であれば「百薬の長」となり、気分も身体にも良

い飲み物になります。鵜呑会では「酒を人に薦めな

い、注がない」として、自分の適量を手酌で呑んで 

いるそうです。 

 また、鵜呑会では研修旅行と称して蔵元を訪ねて 

社長や杜氏さんの話を聞きながら蔵見学をやって

いるそうです。北海道の男山酒造では旭山動物園と 

セットになったツアーで沢山の人で一杯だったそ

うです。 

 地方銘酒の会では試飲会の前に落語を演じてい

ますが大学の落研の後輩で八代目春風亭柳橋師匠

に 15年連続で出演していただいているが、同じ話 

をしたことがないそうです。 

 深見氏は癌を三つやっており、膀胱ガンは 10 年

を経過、大腸ガンは 5年経過で年一回の検査、肺ガ

ンは今のところ再発転移がなく、いずれも早期発見、 

早期治療で事なきを得ているそうです。そんな訳で 

お酒と落語を楽しんで年金生活を楽しんでおられ

ます。 

 野村メンからハワイ・ヒロクラブ、鈴木孝幸メン 

から韓国大田クラブの近況が報告された。 

 次期中部部長の大西博昭メン（四日市クラブ）と 

書記として大西君を支える郷戸正光メンが出席、皆 

さんの協力を願い、挨拶された。（浅野猛雄・記） 

     会長メッセージ ①  

 会長 松本 勝               

2014~2015年度 

 会長主題 

「一人ひとりの持ち味を

活かして活発なクラブを」 

 

 過日の西日本区大会に参加しました。デジタル 

な煌びやかさを抑えた運営にホストクラブの皆さ

んの想いと意気込みを感じました。 

 そこで聞いた会員動向では、正確な数字は忘れ 

ましたが、新入会員は１００名余りありましたが、 

退会者も７０名余りあったことが分かりました。 

新入会員数は注目されますが、退会者数は語られま

せんでした。私のようにＹＭＣＡやワイズにどっぷ

り浸かっている者には解らない体臭があって、そこ

に問題があるのではないか？と思わざるを得ませ

んでした。私自身の課題です。 

 この大会で一番感動したのは、奈良傳賞を受賞さ

れた名古屋クラブの小谷治郎ワイズの受賞後のス 

ピーチでした。ご自身の奉仕を振りかざさず「ワ 

イズとＹＭＣＡに感謝します」と語られたスピーチ 

は極めて簡潔でした。その簡潔なスピーチに小谷ワ 

イズの人柄や信仰がにじみ出ているようで感動し

ました。 

 会長メッセージということですが、これから一年 

は会長のつぶやき程度にお読みください。 

 

次期中部部長大西博昭

君と次期中部書記 郷戸

正光君 

鈴木孝幸君夫妻、韓国

大田クラブ訪問 

安先生ご夫妻を囲み 

ユン会長と 

◎メネット国際プロジェクト投票について 

メネット国際プロジェクト選択の投票について東

海クラブメネット(会)として皆さんのご意見を伺い

「女性のための技術訓練研修会（インドケララ州）」

「ブラジルサンパウロ、プロジェクト教育を通じて

の技術習得」に投票しました。（松本淳子・記） 
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 ６月第２例会報告 19日（木）19：00～21：00 

名古屋YMCA会議室 出席 9名 

①2014－15年度クラブ総会（裸で語り合う会） 

 ７月５日（土）～６日（日）尾西グリーンプラザ 

 集合：５日 17：00 開会 18：00 

 会費：10,000円（５日のみ参加 7,000円） 

 プログラム：原案を承認（夕食は 18：30～） 

②８月第１例会の開催日を第１木曜日の７日に変

更し、納涼例会とする。会場は三越屋上のマイア

ミ、会場の予約担当を服部敏久君に依頼。  

③第 18回中部部会：8月 31日（日）四日市都Ｈ 

 メネット会：12：30～13：30 登録費無料 

 部会：14：00～17：00 登録費：10,000円 

 登録締切：8月 10日 クラブ単位ての登録 

 参加者取りまとめは八木書記 

④次期ＹＹフォーラムの実施にむけて山村次期Ｙ 

 サ事業主査のサポート体制をクラブとして組織 

 する。会長、連絡主事、Ｙサ委員、国際委員で。 

⑤根の上ワーク 

 根の上ワーク：７月 20・21日 

 天候により最終決定 

第１７回西日本区大会Wakuwakuいわくに 

＜未来への架け橋＞ ６月 14日(土)～15日(日) 

鹿児島から会場のシンフォニアいわくにまで走り

続けた大野勉君（神戸ポート）の到着と共にオープ

ニング、森脇姉妹のヴァイオリンと室内合奏団のバ

ッハ協奏曲の流れる中、高瀬理事が入場し始まった。

参加者 729名、東海クラブの参加者は山村会長、遠

藤君、杉山メネット、鈴木(孝)君、野村夫妻、橋爪

君、長谷川君、松本夫妻、八木君の 11名。 

 
バナーセレモニー・中部 9クラブ 山村会長の晴れ姿 

  
森脇恵厘花・雲奏唄姉妹   高瀬稔彦理事開会宣言 

  

奈良傳賞の小谷治郎ワイズ  メネットアワー会場 

西日本区大会に参加して 

               杉山由香里 

 今回の西日本区大会は、初めて一人で参加、東海

クラブからは野村、松本、杉山メネット３名、鈴木

純子メネットから前夜都合により参加できないと

連絡があり、久しぶりの再会を楽しみにしていたの

でとても残念でした。シンフォニア岩国に着いてメ

ネットアワー開始迄今期の国内プロジェクト、ハン

ディを持った人達の作品展「WAKUWAKU アート

展」を観ました。山口県の作品を始め西日本９会場

で選び抜かれた作品は素晴らしく、感動しました。

中でも展示会場に入って真っ先に目にした萩在住

の切り絵作家、上田豊治さんの作品、文字絵アーチ

スト花村れいなさんの作品、只々感動あるのみです。

また、アールブリュット展に展示された作品に再び

会えたこと、懐かしく、また出品された方々が嬉し

そうに自分の作品を見ていたことを思い出し感慨

深いものがありました。 

 メネットアワーは、益国書記、藤川会計司会の 

もと、参加３８クラブ、１０８名、谷本事業主任の

開会の言葉から始まりました。昨年は無我夢中で司

会を務めておりましたので、両司会者の緊張が伝わ

ってくるようでした。メネットアワーは式次第に基

づき無事終了、また、テーブルの上に置かれていた

記念品の手製の手提げ小物入れは姫野メネット主

査手作りとの事、リバーシブルでとっても可愛い作

品で早々利用しています。 

 最後に、東海クラブの心優しいメンの方がた、心 

遣いありがとうございました。 

  

2 日目、理事・役員引継式で高瀬理事から大阪西ク

ラブの松本武彦新理事に聖書と理事メダルが引き

継がれました。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  7月 25日  八木武志君 

 メネット  7月 13日  松本淳子さん 

  ※  ※  ※  ※  ※  ※ 

今月の西日本区強調月間 

   Kick-off・EMC－C 

「MはMembership。手を挙げワイズソングを歌え 

ば先輩、後輩関係なく、常に声を掛合い親睦を図

り、より良い関係を築きましょう。 

CはConservation。素晴らしいクラブ作りに向け

て、皆さんのワイズ力で未来予想図を描きましょ

う。」 西日本区EMC事業主任 川原正造君 

※  ※  ※  ※  ※  ※ 

東 海だより  

大田（テジョン）ワイズ安先生をたずねて 

 突然、ブラザークラブの韓国大田クラブの安先生 

が気になり、メネットと二人で安先生に会いに行こ 

うと大田を訪問しました。先生も奥様も非常に喜ん

でいただき、ユン現会長と息子さんに迎えられて、 

昼食を食べながら昔話に花を咲かせました。 

 七年前、韓国に偽「矢場とん」が出来た時には 

安先生のおかげで国際弁護士等を紹介していただ 

き、最後の和解の時には立会人にもなっていただ 

きました。私のワイズ人生でもっとも敬愛してい 

るアボジであります。今年で 92歳になられました 

が本当にお元気で安心しました。 

 安先生から野村さんは、スーチャンは、遠藤さん 

は！本当に多くのメンバーの名がでて、毎月東海ク 

ラブのブリテンを楽しく読んでおられるそうです。 

特に八木さんがすごいと褒めて、また会長の山村君 

の結婚式の話など昼の３時間、じっくりとお逢いで

きお話をすることができました。 

 僕が行くと電話しましたら、ユン会長がフヨウの 

見学やユーソン温泉でのホテルの予約や晩御飯の

場所などスケジュールを計画していただいたので

すが、今回は安先生の顔を見ただけで帰ってきまし 

た。 

 なにはともあれ元気な安先生夫妻とお逢い出来

て僕たちも元気をもらいました。 

         （鈴木孝幸＝ヤバトン・記） 
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1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○    3,190 

3 浅野 麻琴 ○ ○     

4 池野 輝昭 ○      

5 遠藤 彰一   ○   2,760 

6 柴田洋治郎 ○ ○     5,060 

7 杉山 敏雄 ○ ○ メ   15,000 

8 鈴木 一弘 ○      5,000 

9 鈴木 孝幸 ○  ○   15,800 

10 野村 秋博 ◎ ○ ◎   10,900 

11 橋爪 良和 ○  ○   11,470 

12 長谷川和宏 ○ ○ ○    2,950 

13 服部 敏久 ○      

14 深川 直       1,200 

15 松本 勝 ◎ ○ ◎    5,650 

16 八木 武志 ○ ○ ○   12,430 

17 山田 英次 ○      5,050 

18 山村 喜久 ○ ○ ○   10,300 

 メネット ２  ３    

 ゲスト ２      

◆2014～2015年度クラブ役員 

会 長：松本 勝 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山村喜久 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：松本 勝 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘 

ＥＭＣ：山田英次・服部敏久  地域奉仕・環境：

野村秋博・池野輝昭  国際交流：長谷川和宏・鈴

木孝幸  国内交流：橋爪良和（奈良）・杉山敏雄

（御殿場） ブリテン編集：長谷川和宏・深川 直・

八木武志・浅野猛雄  根の上担当：山村喜久・浅

野猛雄・杉山敏雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

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 YMCA サー

ビス・ユース事業主査：山村喜久

                                                 


