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

国際会長主題

「言葉より行動を」

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」

IP Isaac Paiathinkal

（インド）
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「第４８回クラブ総会

（2）
謝です。メンバーの皆さんの協力で会長の役を山田
会長に無事引き継ぐことができ感謝しています。

～裸で語り合う会～」
７月４日（土）・５日（日）犬山リバーサイド H
７月第１例会 7 月４日（土）
・５日（日）
第 48 回のク
ラブ総会（裸で
語り合う会）が
犬山リバーサ
イドホテルで
開催された。
元ユースホ
ステルだった
所で、昔（50 年ほど前）YMCA の青年のグループ
の幹事会やレイリーダー協議会などでよく利用し
た記憶がある。建物は昔の面影はなく改築されたよ
うだ。
いよいよ山田丸の出航、松本勝会長から山田新会
長にバトンタッチされた。
定刻の 18 時に開会し、松本会長の 2014～15 年
度の活動報告と会計決算報告が浅野一般会計、橋爪
特別会計からされてそれぞれ承認された。
松本会長からは主題の「一人ひとりの持ち味を活
かして活発なクラブ活動を」と掲げ、それぞれの得
手、不得手を様々なプログラムを通して無理なく楽
しみながら持ち味を発揮できる一年を願い、「一つ
ひとつの取り組みをきちんとやる」ことを心掛けた。
毎月の例会はメンバーの協力のおかげで楽しい良
い例会をもつことができた。YMCA のプログラムに
も時間の許す限り多数の参加と実施の計画立案に
も参画していただいた。特に根の上まつり、市内中
学生バスケットボール大会、チャリティーラン、東
海クラブがずっと協賛してきた「平和の使者クリス
マスカードコンテスト」、名古屋 YMCA 大会、
YMCA フォーラム、チャリティーウォークなどに
実行委員長や委員として貢献していただいた。
奈良クラブと御殿場クラブとの DBC 交流も心に
残った。次期は東海がホストすることになっている
のでまた皆さんのご協力をいただきたい。
この一年会長として皆さんにいつも問いかけて
きたことはクラブと名古屋 YMCA のレイパーソン
の高齢化です。5 年後、10 年後の姿を考えてみよう
と山田会長の主題に課題を引き継いでいただき感

一般会計浅野猛雄君

特別会計橋爪良和君
名 古屋 プラ ザク
ラブが 6 月末に解散
し、大島孝三郎君が
東 海 に転 会さ れる
ことになり、総会の
冒 頭 に東 海の ミニ
バナーと 20 年史、
30 年史、40 年史を贈呈し心からの歓迎をした。
松本会長から年度のクラブの活動に貢献したメ
ンバーに感謝の言葉とともに書いた文字が消せる
ボールペンが贈られた。
夕食はなかなかの美味で（予想外）この内容なら
10 月の DBC 交流会
は こ こで いい んじ
ゃないかとの声で、
早 速 浅野 君が フロ
ン ト へ予 約に はし
り確保した。
食後、105 号室に
集まり、飲み物とつまみで心を開き、裸になって（脱
いだわけではありません）語り合った。
二日目の朝、礼拝の感話で山田新会長は会長主題
に「５年後、10 年後の YMCA・ワイズの活動を考
えよう」とした意図を語り、一年間メンバーの協力
を呼び掛け、引き続き議事にはいった。
山田会長の活動方針、計画はとにかく楽しい例会
を目指したい、例会開催曜日を以前の木曜日に戻し
原則、第１例会を第２、第２例会を第３の木曜日に
する。松本前会長の課題を引き継ぎ、会員増強に努
力したい。その一歩として、まず８月例会はお盆の
時期なので１週繰り上げ、６日（木）に変更、ユー
ス（インターアクトクラブ OB）を招待する納涼例
会とする。会場は池下の「いごこ家」
、担当は長谷
川君と鈴木一君にお願いする。
10 月は DBC 交流会を東海クラブの担当で開催す
るので第１例会を３日(土)・４日(日)の交流会として
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この２日間のどちらかに出席できるようお願いし
たい。
12 月の例会はクリスマス祝会であるが、６日(日)
または 13 日(日)、会場はラ・スースまたは出雲殿の
どちらかとして検討する。
１月は第１例会は 13 日(木)に変更する。２月は
例会日が祝日になるので 18 日(木)に第１・第２例会
として恒例のオークションを行い、TOF の月である
ので食事はなし、会場は YMCA とする。
また、2017 年 5
月にチャーター
50 周年をむかえ
るのでその準備
に 1 月までに実行
委員会を組織し
て計画立案の検
討にはいる。
中部部会がグランパスクラブの主管で 9 月 26 日
（土）名古屋市迎賓館で開催される。多くの出席を
期待しています。次の西日本区大会は 2016 年 6 月
25・26 日大阪の松下ＩＭＰホールで開催されます。
なお、9 月 12 日（土）に阪和部の部会が開催され、
今年は阪和部長が奈良クラブの林佑幸さんです。
名古屋ＹＭＣＡの行事に実行委員として関わる
のは現在 8 月の名古屋市内中学生バスケットボール
大会に委員長長谷川君、委員八木君。11 月の第 22
回チャリティーランに委員長柴田君、委員大島君。
その他 9 月の全国ＹＭＣA リーダー研修会、10 月
ピースフルサンデー、秋の根の上まつり、11 月の
名古屋ＹＭＣＡ大会、12 月は東海クラブが協賛す
る「平和の使者クリスマスカードコンテスト」
、第
12 回クリスマスキャロルがある。
3 月にはチャリティーウォークを伊勢湾台風や東
北の大震災を忘れないためにも是非実施したい。前
の２回はワイズ主導で計画したので次回もそうし
なければならないでしょう。また長谷川君などにコ
ース設定を計画することを考えておいてください。

(3)
ランパスクラブの早川君だけ。青木君（グランパス
に７月入会）は夜の到着予定とのことで戦力不足の
しかもやや高齢のワイズメンでは作業が捗るか心
配、しかも雨の中、スタッフの配慮で室内での作業
メインロッジ前で使用する簡易テントを組み立て、
表面に撥水液を塗布することになったが室内にシ
ンナーの匂いがたちこめ頭がクラクラする。

いつもは外でのバーベキュー、今年はホールで、今
年はプラザクラブの櫛田さん、大島さんらがいない
ので魚は購入したシシャモや鯖などがメイン食材。
中村総主事は『焼き物は任せなさい』と大サービス。

２日目の朝は雨も上がり陽も差してきた。朝食後
作業に取り掛かり若手のスタッフ、柴田君、青木君
らは下のＢサイトの草刈り、長谷川君、早川君、私
の年寄り組は遠藤スタッフと名星舎の２段ベッド
をメインホールに運ぶ作業、するとすぐに再び雨が。
ベッドを分解し（意外と大きくドアからだせない）
２台は完成させたが１台は部品が足りず未完成。

日和田エンジョイワーク ７月 18・19 日
台風の接近で開催が危ぶまれていたが、日本海に
抜けたので実施された。とはいえ 18 日（土）柴田
君の車で柴田、長谷川、八木の３名、中津川で飲み
物やスイカなどを調達して長野県に入ると雨が降
り出し、開田高原はかなりの雨、長峰峠を越えて留
の原から日和田もやっぱり雨。キャンプ場について
一息いれて作業開始。今年は東海の３人のほかはグ

（八木武志・記）
第５9 回名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボー
ル大会を応援しましょう。＜８月３日～12 日＞
市スポーツセンター各所で行われます。

名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン

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

結婚記念日おめでとうございます

今月の西日本区強調月間
Youth Activities
「若者（ユース）に、YMCA やワイズメンズクラブ
についてもっと知ってもらい、互いに共感や連携の
できるプログラムを推進しましょう。
」
西日本区 YMCA サービス・ユース事業主任
河合久美子君（京都ウエストクラブ）
７月第２例会報告 16 日（木）19：00～21：00
名古屋 YMCA 会議室 出席 7 名ゲスト 2
①８月第 1 例会 担当：長谷川和宏君・鈴木一弘君
８月６日(木） いごこ家（池下 510 ビル）
「納涼例会」ユースとともに（ｲﾝﾀｰｱｸﾄ OB・スタ
ッフ） 13 日はお盆のため例会日を変更する。
会費：メンバー2,000 円
ゲスト 3,000 円
ユース・スタッフ 1,000 円
②今後の予定：
日和田エンジョイワーク：７月 18・19 日
根の上ワーク：７月 26 日（日）
名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボール大会
8 月 3 日（月）～12 日（水）市内各所
８月第２例会：８月 20 日（木）YMCA
全国リーダー研修会 in 日和田：９月 19 日(土)～
22 日(火) 名古屋 Y の主管で開催。
第 19 回中部部会：9 月 26 日（土）市迎賓館
DBC 交流会：10 月 3 日（土）
・4 日（日）
③ユース事業活動費：
鈴木一弘君は今期大阪での仕事が増え、第１例会
にはでられても８時過ぎになる。ユース（インタ
ーアクト）や学生Ｙとの関係で鈴木君の活動は大
変重要であるので大阪と名古屋の移動も含め予
算の事業活動費にユース活動費を６万円計上す
ることにした。
④例会開催日を原則木曜日としたが８月、10 月、１
２月、１月、２月は第１例会を変則開催とする。
（年間行事予定表を参照してください）
⑤野村秋博君は入院加療中でしたが、今は退院して
リハビリセンターで体調リハビリ中。

（4）
◎例会・行事の出席者 ７月出席率 13／17 76.5％
６月 27 日：第４回（次期第１回）中部評議会
松本・長谷川・山村・山田・八木
６月 28 日：根の上ワーク
浅野猛・杉山・八木・山村
７月４・５日：第１例会（クラブ総会）
浅野猛・遠藤・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・
橋爪・長谷川・松本・八木・山田・山村
メークアップ：浅野麻・
７月 16 日：第２例会
浅野猛・大島・柴田・長谷川・松本・八木・山
田 （西野・牧）
７月 18・19 日：日和田エンジョイワーク
柴田・長谷川・八木
７月 26 日：根の上ワーク
浅野猛・八木・山村（ゲスト杉山）
◎山田会長からの提案
ファミリーで、又は他クラブと合同でバーベキュ
ーパーティーをやりませんか。
知多半島で魚介類を安く大量に仕入れることが
できるのでどこか近郊でバーベキューができる場
所があればぜひ開催したい。その時に入会候補の方
を招き、親しく交わる機会としたい。
いつ頃がいいか。場所はどこがいいか。
皆さんのご意見を会長までお知らせください。
◎10 月のＤＢＣ交流会の出欠を９月例会で確認し
ます。
◆2015～2016 年度クラブ役員
会 長：山田英次 副会長：遠藤彰一 書記：八木
武志 直前会長：松本 勝 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：八木武志
YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・
大島孝三郎
ＥＭＣ：服部敏久・山田英次
地域奉仕・環境：野村秋博・池野輝昭
国際・交流：松本 勝・鈴木孝幸・橋爪良和
ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・
深川 直・八木武志・浅野猛雄
根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・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
区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 中部 EMC200
推進チーム委員：山田英次・山村喜久

