
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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「納涼例会」 暑いのとんでけ～ 

マイアミ（栄・三越屋上）８月７日（木） 

８月第１例会  

 名駅前の大名古屋ビルヂング屋上ビアガーデン

「マイアミ」がビルの改築により無くなり、栄の三

越屋上に移転したとのことで、今年の納涼例会を懐

かしの「マイアミ」で開催した。 

栄地下街のクリスタ

ル広場に集合し、担当 

の服部君の引率で会

場へ、服部くんが前売

り券を手配してあっ

たので並ぶことなく

席へ、ところがステージのすぐ前で 7時から 1回目

の公演が始まり、会長の開会の宣言も公式訪問の大

西中部部長の挨拶もまったく声が届かぬ状況。それ

ぞれ飲み物と食べ物を確保し、歓談のときとなった。 

 大西中部部長は早川

中部会計と中部部会実

行委員の後藤友則君を

伴い参加していただい

たが存分に部会の PRも

できず誠に申し訳ない

ことでした。 

 マイアミ専属歌手のステージは曲こそ 1980 年代

の歌でも伴奏のボリュームにはいささか辟易、野村

さん、杉山メネット、大西部長はなすすべもなく、

病み上がりで久しぶりの池野君はそうそうに退散

した。（チョットトイレへといって姿が消えた） 

  

 呑み放題、食べ放題で時間制限は 9時半までであ

ったが 2回目のステージが 8時 20分からというこ

とで取敢えず例会はその前に閉会とし、あとは時間

まで、と松本会長の閉会宣言。 

 橋爪交流委員から、奈良クラブと御殿場クラブと 

のDBC交流会が 9月 20日(土)21日(日)に御殿場の 

東山荘で開催されることになったのでそれぞれ予 

定に入れておいてほしいと発表された。 

     会長メッセージ ③  

 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」 

 

 ＹＭＣＡの野外活動のこども達と小野浦のキャ

ンプ場で一夜を過ごしている時、夜中に雨がおそっ

てきました。そんな中一人のリーダーが私の寝てい

る荷物を運んできたワゴン車にとんできました。 

テントに水が入ってきたというのです。急いで駆け

付けるとこども達の靴がテントの中でプカプカと

浮いていました。他のテントも同じような状況でし

た。管理人に連絡をし、急遽建物に避難をしました。 

ここは砂地なので、これくらいの雨は地面に吸収さ

れると思っていたのですが、実は砂地の下は堅い岩

盤でした。表面しか見ていなかった私の判断の甘さ

が招いた結果でした。自然の中で活動する指導者に

は、天地や周囲の状況を十分に観察し、変化を敏感

に感じとる感性と判断力が何より大切であること

を実感しました。 

 広島をはじめ全国各地で大雨による災害が発生

しました。自然の力の前には人間の力は本当にもろ

いものだと実感します。被災された方々や亡くなら

れた方々には心からのお見舞いとお悔やみをした

いと思います。９月は台風のシーズン。昨今は風よ

りも雨が脅威です。ＹＭＣＡの諸活動が指導者の研

鑽と神様のお守りによって安全に行われることを

祈ります。 

 メネットの参加は杉山さんと山村さん。 

  

大西部長も中部部会の前、少しリラックス。 
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 ８月第２例会報告 22日（金）19：00～21：00 

名古屋YMCA会議室 出席 9名 

①９月第１例会：９月 12日（金）ラ・スースANN 

 担当：野村秋博君 

 卓話「南山幼稚園園長となって」現状と展望 

 講師：東田美保氏（南山幼稚園園長） 

②DBC交流会：９月 20日（土）・21日（日） 

 御殿場・東山荘で開催される 

 担当：橋爪良和君・杉山敏雄君 

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 

 参加者：浅野・遠藤・柴田・鈴木一・鈴木孝・ 

 野村・橋爪・長谷川・松本・八木・山村 

 メネット：杉山・野村・松本 

④ＹＹフォーラムの実施にむけて山村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。 

 内容についてアイデア、提案を山村君まで。 

⑤南山クラブ９月例会（リーダーとの懇談会） 

 ９月 11日（木）19：00～南山YMCA 

 参加予定：柴田・長谷川・松本・八木 

⑥根の上ワーク：８月 24日（日）天候不順中止 

⑦第58回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会の写真による報告は中部ホームページに

掲載した。 

 第５８回名古屋ＹＭＣＡ市内中学生 

      バスケットボール大会 

８月２日（土）開会式 

第１試合豊正中 vs 津賀

田中で大会は始まった。 

千種スポーツセンター 

  

 

８月６日（水）東ＳＣ 

会場担当の長谷川君 

 

 

８月 12日（火）閉会式 

天白学校体育センター 

決勝戦を観戦、中村総主

事と木本元総主事。 

御殿場・東山荘で３クラブＤＢＣ交流会 

   秋の富士山が待つ９月２０日～２１日 

 昨年８月に東海クラブは奈良・若草山でＤＢＣク

ラブ奈良クラブの例会に参加しましたが、今年は御

殿場クラブ、奈良クラブの皆さんとの合同例会を９

月２０日（土）～２１日（日）に御殿場の東山荘で 

開催します。御殿場クラブの皆さんには一昨年、名

古屋にお越しいただき、例会に参加されて以来の再

会です。また３つのＤＢＣクラブが一堂に会う機会 

は３年ぶりのものになります。 

 秋の雄大で美しい富士山が待っています。また東

山荘の秋風を体で感じてください。詳細なスケジュ

ールは未定ですが、２０日午後２時頃御殿場到着後、 

御殿場の皆さんと地元を周遊。夕食懇談会、２１日 

午前に観光し、昼食後現地出発、夕方には帰名する 

予定です。 

 今回の交通は自家用車および希望者は新幹線と

なります。参加費は旅費を除いて１万円程度を予定

しています。 

 一人でも多くの方に参加を呼びかけます。参加可

能の方は例会出欠連絡票にその旨記入の上、橋爪ま

でご連絡ください。  （担当・橋爪良和） 

＜東山荘瞑想館から＞     ＜東山荘本館＞ 

東日本区から秋のたより 

  十勝クラブのじゃがいもファンド 

十勝クラブから恒例の「じゃがいも」の案内がきま

した。クラブのファンド作りに協力、沢山のお買い

上げをお願いします。 

じゃがいも：農林 31号・男爵 10㎏箱・5㎏箱 

      5㎏の場合２箱で 1セット 

かぼちゃ：10㎏箱 

3種詰じゃがいも 3㎏＋かぼちゃ 4㎏＋玉ねぎ 3㎏ 

価格は名古屋地区連絡会で調整しています。 

到着予定日は未確定ですが１０月の土曜日になる

と思います。荷下ろしにはご協力をお願いします。 

 注文の取りまとめは９月になりましたら電話ま

たはメールで行いますので昨年以上の御注文をお

願いします。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  ９月 27日  長谷川和宏君 

       ９月 28日  橋爪良和君 

今月の西日本区強調月間 

   Menettes メネット 

「各クラブでメンがメネットの参加を促せる例会

の企画を！メネットは是非例会に参加し、ワイズの 

醍醐味を味わってください。」 西日本区メネット

事業主任 西村寛子さん（京都プリンスクラブ） 

東海だより  長谷川和宏・記  

第 58回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー 

ル大会についての雑感 

 今年も真夏の名古屋の風物詩、市内中学生バスケ 

ットボール大会が盛大に開かれた。応援、観戦する 

だけでも本当に疲れます。しかし、確実に元気の源 

活力を受け取れます。YMCAで生まれ、世界に広ま

ったバスケットボール、昭和 32 年から名古屋

YMCAが始めたこの大会も 58回を数える今年。 

男子滝の水中学、女子長良中学が優勝の栄誉を勝ち 

得た。詳細は名古屋YMCAのHPを見て下さい。 

今大会中に感じ、考えさせられたことをお伝えした 

いと思います。 

①男女 203チーム、選手総勢 3250名、その他のク

ラブ員、応援の保護者、監督・コーチ、審判員の教

職員など 5000名を動員するYMCAの事業企画は、 

近年ではこの他にはない。この事業の有効性をさら 

に増すにはどうしたら良いか。 

②とりわけ名古屋市教育委員会の後援のおかげか、 

市中体連とバスケットボール指導者協会に繋がる 

多くの教員の協力で大会運営と試合審判の実務を 

見事にこなすことができた。真夏のど真ん中、台風 

の影響で順延した日を含め 7日間 18会場を見事に 

完遂できたことに深く感謝すると共に、青少年対象 

の事業の今日的課題と展望を考える作業が必要で

はないか。再来年の 60 回大会に向けて大会をどう

位置付けるか。中学生と YMCA はどう対峙しあえ

るか。バスケットボールを普及、応援できるかその

方向性を先生方と一緒に検討する時期にきている

のではないだろうか。 

③運営主体となる YMCA 会員ボランティアの組織

化を急ぎ、ワイズメン多数の参加を期待したい。 
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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○   ○  

3 浅野 麻琴       

4 池野 輝昭 ○      

5 遠藤 彰一  ○   ○  

6 柴田洋治郎 ○ ○ ○  ○   

7 杉山 敏雄 ◎    メ  

8 鈴木 一弘  ○   ○   

9 鈴木 孝幸     ○  

10 野村 秋博 ○    ◎  

11 橋爪 良和 ○ ○   ○  

12 長谷川和宏 ○ ○ ○  ○   

13 服部 敏久 ○      

14 深川 直  ○      

15 松本 勝 ○ ○ ○  ◎   

16 八木 武志 ○ ○ ○  ○  

17 山田 英次 ○      

18 山村 喜久 ◎    ○  

 メネット 2    3  

 ゲスト 3      

◆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

                                                 


