
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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「オークション＆メンバースピーチ」 

 ～ホンジュラス訪問記～（杉山敏雄君） 

１月第１例会  １月９日（金）ラ・スースANN 

 新年を迎えた１月第

１例会はオークション。

例年は２月に開催して

いたが今年は１月例会

で行った。 

担当は遠藤君と八木君。 

二人とも年末に体調を崩してなんとか責任を果た

すべく早めに会場に到着して受付などの準備。 

 提供された品数は５５点、鈴木孝幸君の応援で遠

藤君が頑張って売り切った。 

 売上金額は 41,200円、まあまあの成績でした。 

ファンドポイントは次の通り。 

 

       提供P + 買上 P = 合計 

浅野猛雄君  3,000    1,250    4,250 

浅野麻琴君  1,500      750    2,250 

遠藤彰一君  2,500    1,000    3,500 

柴田洋治郎君 1,500    1,500    3,000 

杉山敏雄君  7,500      250    7,750 

鈴木一弘君   ―     500      500 

鈴木孝幸君  9,000    4,750   13,750 

野村秋博君  2,500    1,500    4,000 

橋爪良和君  3,200      750    3,950 

長谷川和宏君  －    500      500 

服部敏久君  2,000      600    2,600 

松本 勝君  2,000      750    2,750 

八木武志君  1,500     1,000    2,500 

山田英次君  1,000     2,750    3,750 

山村喜久君  2,500     2,750    5,250 

 

今年も杉山君のダイコン切り干しと鈴木（孝）君 

の黒豚切り落としには大勢の手が挙がりジャンケ

ンで決着した。 

 オークションのあと杉山敏雄君が１０月に旅を 

した「ホンジュラス訪問記」のメンバースピーチ 

を聞いた。杉山君にはブリテンに寄稿してと依頼し 

たが文章を書くのは苦手と断られ、それならメンバ

ースピーチでしゃべってねと依頼、しゃべるのは得

意の杉山君の快諾を得たものです。 

             （八木武志・記） 

会長メッセージ ⑦  

    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」 

 

 阪神淡路大震災から２０年の歳月が過ぎました。 

３年前、私の勤務する短大が所属する聖公会関係 

学校の研修会で神戸の長田地区を訪問し、地元の 

方のお話を聞く機会がありました。駅前には鉄人 

２８号の大きな人形があり、新しい商店施設とマ 

ンション群が作られ一見復興を果たしたように見

えました。しかしその地区をはずれ、震災前の姿 

を残す市場街の中に入ると、壊れたままの細い街並

があり、その中で昔ながらの駅前とは別世界の生活

が営まれていました。復興計画で長田地区に元  々

いた靴産業に従事する人々はほとんど居なくなり 

マンション群に住む住民は阪神圏に勤める人々が 

中心で、商業施設の活気は急速になくなり、当時 

でさえ商業施設の中は空テナントばかりでした。 

将来のことを考える時、今までのままを良しとす 

るのか、課題を明確にして計画するのかによって 

大きく変わると思われますが、復興を急ぐばかりに 

地元の人々の思いや願いとの対話が不十分であっ

た結果が今のさびれた姿なのだと思います。 

 阪神淡路大震災からの２０年はあっという間に 

過ぎてしまいました。 

 中核メンバーが確実に歳をとっていく２０年後 

の東海クラブの姿を私たちはどう描くのでしょう

か。 

 

杉山君はお嬢

さんが JACA 職

員の御主人と

赴任中のホン

ジュラスに約

１カ月メネッ

トと共に滞在

し太平洋から

カリブ海、近隣の諸国を旅行された。 

 ただ、世界で最も危険な地域で思うように散歩が

できなかったのが心残り？ 

 ホンジュラスについては次ページの杉山メネッ

トの報告もご覧ください。 
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東海だより 

ワクワク！！どきどき！！のホンジュラス 

               杉山由香里 

 ホンジュラスと聞いて大方の人は、世界のどの地

域に在るのか解らない、日本の TV も殆ど報道され

る事の無い未知の国、その様な国に縁あって行って

きました。公用語はスペイン語、首都テグシガルバ

の地形は盆地で 1000 ㍍以上の山々に囲まれ、街の

中心部に立つとカルディラの中？、すり鉢の中に居

るような感じです。平地は少なく坂道が多く自転車

は殆ど見かけません。車は大変多く朝夕の渋滞は、

ハンパではありません。私たちが滞在した10月は、

雨季の終盤でしたが天気は良好、湿度も少なく日本

と変わらぬ服装で過ごせました。首都で見かけた

人々は、混血もすすんでいるようで欧米系、ブラジ

ル系、スパニッシュ系等でマヤ系の人々は思ったほ

ど見かけません。彼等は旧市街、郊外に多く住んで

いるようです。市場には日本と変わらぬ野菜、果物

で溢れています。南米原産の野菜が多いことは知っ

ていましたが納得の品揃えでした。特に美味しかっ

たのは、山葵醤油で戴いたアボガドはまさにマグロ

のトロでした。 

 ホンジュラスは

水力発電が主です

が、首都中心部から

風力発電の風車が

山の尾根に並んで

見えます。エルサル

バドルに向かう途

中、近くを通りましたが何百機も有り其れは其れは

壮観な景色でした。 

まだ書き足りませんが最後に、治安の悪い国なの 

で警察、警備の人達が町中に機関銃＆鉄砲を携帯し 

て配備しています。現地の人々との出逢いは少なか 

ったのですがロアタンホテル警備員さん、アパート 

のアントニオは出 

稼ぎで、頑張ってい 

ます。彼等にホンジ 

ュラスは良いとこ 

ろだから忘れない 

でと優しい笑顔。ロ 

アタン島のイルカ 

たち、一緒に泳いだ 

こと一生涯忘れません。 

次期会長に山田英次ワイズ決定！ 

  12月第 3例会（2014年忘年会） 

 災害と増税論議に押しまくられた 2014 年も、12

月はクリスマス関連行事が続き、あっという間に 26

日（金）、年末恒例の忘年会を迎えた。今年の会場

は上前津の中華料理店「シルクロード」で開催。メ

ン、メネット 12名の参加がありました。 

 松本会長から冒頭、「次期会長は山田英次ワイズ

に」との発表があり、次いで山田ワイズ本人から 

「25年ぶりに会長を受けました。皆さんの支えをよ

ろしく」との受諾の挨拶に全員から大きな激励と感

謝の拍手がわきました。 

 食卓を挟んで、時間ぎりぎりまで、奥のテーブル

ではワイズクラブを、中テーブルでは仕事、商売の

近況や健康を、手前では YMCA を、とそれぞれの

談義に花が咲きました。 

 いつものメンバーを大勢欠いての忘年会でした

が、クラブ内外の厳しい環境にめげないように松本

会長の後半戦をともにガンバロウと最後には意志

を固めあった会となりました。 

（八木書記が体調不良でドタキャン、写真を撮らず

ごめんなさい。）    （長谷川和宏・記） 

 

南山クラブ 1月例会・リーダーと新年会 

  1月 10日（土） 杁中・魚民で開催 

リーダーは南山と代官町の 8 名と遠藤恵美子スタッフ、 

南山 Y会員の山本さん、元スタッフで東海・南山のメ

ンバーだった熊沢政則君、南山クラブ 6 名、東海から

は柴田、長谷川、八木の 3名が参加した。（八木・記） 

お年玉年賀切手シート 当選番号 下２桁 

      27   30 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  ２月５日   深川 直君 

メネット  ２月 13 日  橋爪圭子さん 

       ２月 21 日  遠藤恭子さん 

       ２月 21 日  長谷川君子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 ２月 17日 柴田洋治郎君・純子さんご夫妻 

 ２月 28日 浅野猛雄君・美也子さん御夫妻 

 ２月 28日 鈴木孝幸君・純子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

      TOF・CS・FF 

「身近なボランティア、献金にご協力をお願いいた

します。」 

西日本区地域奉仕・環境事業主任 

渡壁十郎君（長浜クラブ） 

１月第２例会報告 16 日（金）19：00～21：00   

名古屋YMCA 会議室出席８名 

①２月第 1 例会（TOF の月） 

 ２月 13 日（金）18：45～ YMCA３階会議室 

 「クラブの明日」について意見交換 

 中部EMC200 チーム委員選出・DBC 交流会の 

 ホストについて・クラブ 50 周年への取り組み 

②今後の予定： 

 ２月第２例会：２月 20 日（金）YMCA 

３月第１例会：３月 13 日（金）担当：橋爪君 

 ３月第２例会：３月 20 日（金）YMCA 

③第３回チャリティウォークについて 

 東日本大震災被災地の復興を願って、昨年は名古

屋地区連絡会の主催で開催した。今年も連絡会の 

 主催で開催することを提案する。長谷川君を中心 

 で計画立案を進める。 

④第１８回西日本区大会の登録について 

 2015 年６月 13 日（土）・14 日（日） 

 会場：大阪ハイアットリージェンシー 

 登録は１月 10 日から、各個人で行うことになっ

ているがパソコンの苦手の人もいるので２月例

会で参加予定者の確認と方法を検討する。 

⑤次期会長・主査研修会：３月６日・７日 

⑥中部第３回評議会：４月 25 日（土）金沢で 

 合同メネット会が 25 日・26 日に同時開催 
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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員    

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○   4,515 

3 浅野 麻琴 ○ ○    2,250 

4 池野 輝昭 M ○ ○    

5 遠藤 彰一 ○ ○    4,284 

6 柴田洋治郎 ○  ○ ○   3, 265 

7 杉山 敏雄 ○      9,782 

8 鈴木 一弘 ○        500 

9 鈴木 孝幸 ○  ○   15,296 

10 野村 秋博 ○  ◎   11,449 

11 橋爪 良和 ○  ○     4,712 

12 長谷川和宏 ○  ○ ○    1,146 

13 服部 敏久 ○  ○     2,600 

14 深川 直 M ○       922 

15 松本 勝 ○ ○ ○     3,015 

16 八木 武志 ○ ○  ○    2,892 

17 山田 英次 ○  ○     4,523 

18 山村 喜久 ○ ○ ○     7,166 

 メネット   1    

 ゲスト       

＊Fundpoint：オークション提供 100％買上 50％ 

◆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

                                                 


