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「納涼例会～ユースとともに～」
８月第１例会 ８月６日（木）いごこ家（イゴコチ）
８月の第１
例会はお盆の
時期を外し、一
週繰り上げて
池下の「いごこ
家」で暑さを吹
き飛ばそうと
納涼例会とし
て開催した。
「ユースとともに」
「楽しい例会」は山
田会長の今期の方針。インターアクトクラブのＯＢ
や元メンバー菅沼さんのコメットのあずみさん（青
年協力隊ＯＢ）
、若手スタッフ？？の万福寺さん、
元連絡主事の東田さん、バスケの大会で奮闘した西
野さんなど若さ溢れるゲスト 11 名で、いずれのゲ
ストも今までに例会に参加したことがある人が多
いので和気藹藹、どのテーブルも話が弾んでいた。
今日は池野さ
ん、遠藤さんがい
ないので乾杯の
音頭は浅野さん
が今日の最年長
ということで、い
つもの締めの一
本締めとは違い
まじめに始まりました。
インターアクトＯＢは皆社会人ですが榊原裕剛
君は豊田高専の 4 年生でまだ未成年、いま名古屋Ｉ
Ｃのリーダー格で活動しているがお酒はＮＧ、もっ
ぱら食べる方で先輩に臆することなく話に花を。
菅沼あずみさん、石
原なる美さん、伊藤
彰子さん、竹内葉子
さん、富田佑美さん、
大橋雅典君、後藤悠
君、いずれも次代の
名 古 屋Ｙ ＭＣ Ａを
担ってくれることを期待しています。
石原なる美さんや菅沼あずみさんにはぜひ来年
の国際大会（台湾）のユースコンボケーションに参
加してくれないかなあと思います。
久しぶりの若い出席者でシニアも若返りました。
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山村君は「僕
は若者組」とウ
ーロン茶で
盛り上がって
いました。
（八木武志）

東海だより・ユース活動支援金に感謝
8 月例会にて、ワイズメンズの友情に改めて身に
しみたユース活動への支援金を頂きました。日頃の
活動の一端を紹介します。
◆名古屋インターアクトクラブ：名古屋ロータリー
クラブがスポンサーで名古屋ＹＭＣＡが運営する
中学生・高校生が対象の地域クラブ。この夏は熱田
区の想念寺さんとの協力で 10 名ほどの子どもたち
のお泊まり保育を体験しました。月平均 2 回の例会
とチャリティーランなどのＹＭＣＡプログラムへ
の参加、
「3.11」で避難されている方々の子どもの遊
び相手ボランティアなどをしています。
◆大阪ＹＭＣＡ学院高校、大阪ＹＭＣＡ国際専門学
校高等課程表現コミュニケーション学科で授業を
担当し、インターナショナルハイスクールの生徒が
中心の「i－cosy」クラブの運営サポートをしていま
す。6 月のワイズ西日本区大会では、東ティモール
支援のコーヒー
販売を行い、名古
屋東海を始め中
部のワイズメン
には沢山のご支
援をいただきま
した。
◆学生ＹＭＣ
Ａ：北は北海道大学、南は熊本大学まで旧帝大やキ
リスト教系大学などで寮もしくはボランティアサ
ークルとして活動する通称「学Ｙ」の関西地区のサ
ポートスタッフと南相馬を主とした東北支援の引
率をしています。この夏は大阪鶴橋で在日 2 世の方
に「差別」の話を聞くスタディーツアーをし、また
10 月、3 月に南相馬で「子どもの遊び場」支援を予
定しています。
（鈴木一弘・記）
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第５９回名古屋ＹＭＣＡ市内中学生
バスケットボール大会を終えて（長谷川和宏・記）
この夏に日本バスケットボール協会会長に就い
たばかりの川渕三郎さんの言葉、
「バスケは試合の
流れに緩みがない。攻撃と守備が瞬時に入れ替わる。
見ていて飽きないし、楽しい。上手く出来ている
な。
」と。同感です。第５９回名古屋ＹＭＣＡ市内
中学生バスケットボール大会（女子４５回）にフル
に参加？させてもらった。約 40％にあたる 80 試合
を観戦した形だ。中学生らしい飾り気のない溌剌と
したプレイは暑さを忘れさせる。この大会の中で感
じたことは多々ある。
バスケットボールというスポーツ。シュートやパ
ス、ドリブル、またディフェンスなどの技術の向上、
ルールの変遷、戦術や作戦タイムの向上、審判とオ
フィシャル。この大会を取り仕切る名古屋市教員バ
スケットボール指導者協会と小中体連バスケット
ボール部会の教師たち、ボランティアの存在。市総
体より古いこの大会の歴史。中学３年生の最終章。
会場の役割分担。
協賛団体。
保護者とＹＭＣA 等々。
考えてみるとこのことは青少年とＹＭＣA を取り巻
く諸問題と同じく横たわっており課題も一杯だ。
そもそもバスケットボールはバレーボールと並
びＹＭＣＡで生まれ、育てられ、広まったスポーツ
である。その普及と発展には今でもＹＭＣA は格別
の関心と責務を担っていることを忘れてはならな
い。名古屋ＹＭＣＡが名古屋市に働きかけ行政に先
駆けて組織した大会がついに来年は 60 回を迎えよ
うとしている。今では全国規模の大会が開かれてい
るが、民間が、ボランティアを組織して 200 余のチ
―ムに及ぶ全市的な大会を行っているところは他
にないという。バスケットボールの考案者のＪ．ネ
イスミスの願いは「参加するすべての人の協力のも
と、互いに競い合い、相手を尊重し、一人ひとりが
向上する意欲をもってほしい」
「バスケットボール
をプレイして楽しさを味わい、次の世代に引き継い
でもらいたい」ということです。
この願いを引き継ぎ、この取り巻く環境の変化の
中、
「中学時代最後の夏のＹＭＣＡバスケ」として
この大会のあるべき姿を模索し、守り続け、サポー
ターとしてワイズメンも若い世代と関わりをもっ
ていけたらと願うものです。ＹＭＣＡの願いを実現
する手立てとして生まれたのがバスケットボール
であることを改めて覚えておきたい。シニアとして
今後もできることを見つけていけたらと。

ワイズの STEP（短期交換留学生制度）
マトベイ・デニソフ君との交流会
この夏２週間にわたってロシアのエカテリンブ
ルグ（ウラル地方）からマトベイ・デニソフ君を名
古屋グランパスクラブが受け入れ（松原ワイズ宅で
ホームステイ）
、８月 11 日（火）交流歓迎会が南山
YMCA でグランパス・南山クラブの合同例会を兼ね
て開催された。40 人余の出席でパワーポイントを駆
使して好少年、中学生らしい誠実な語りで丁寧に語
ってくれました。エカテリンブルグの街、学校生活
ワイズユースクラブの活動、地域ワイズクラブの活
動、そして家族のことロシア語・英語・日本語を通
訳を介して、まさに肌で感じる国際プログラムでし
た。
バリショーエ スパスィーバ、ダ スヴィーダ
ニャ（どうもありがとう、また逢う日までさような
ら）
（長谷川和宏・記）

アジア地域大会（京都）に参加して
＜鈴木孝幸・紀＞
７月 31 日から８
月２日迄、京都都ホ
テルで開催され、東
海 ク ラブ から 山田
君と私（矢場とん）
が参加しました。約１０００名がアジア各地から
集い、さすが京都パワーの凄さを満喫してきました。
アジア大会と世界大会は隔年毎に世界の各地で
開催されます。来年は台湾で世界大会です。今回
台湾から１５０名の参加がありました。台北での
世界大会に日本から４００名の参加を呼び掛けて
います。是非一緒に参加しましょう。
再来年のアジア大会はシンガポールです。その次
の世界大会はカナダです。
こうした大会に参加すると東日本区や海外の友
に出会い、お互いの健康に感謝し、今までいろんな
大会に参加しましたが、いつも感動を胸に帰ってき
ます。今回は最高に感動しました。心からの「おも
てなし」を味わいました。
第 19 回中部部会；９月 26 日（土）
会場は名古屋市公館（迎賓館）です。
記念講演の講師は矢野きよ実さんです。
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お誕生日おめでとうございます
メ

ン ９月 27 日
９月 28 日

長谷川和宏君
橋爪良和君

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
Menettes
「メン、メネットの皆様、たくさんのメネットに例
会参加を呼び掛けてください。楽しい例会にしまし
ょう。
」
西日本区メネット事業主任
遠藤典子さん（大阪泉北クラブ）
８月第２例会報告 20 日（木）19：00～21：00
名古屋 YMCA 会議室 出席 9 名
①９月第 1 例会 担当：深川 直君
９月 10 日(木） ラ・スース ANN
卓話「いまの子育て」
講師：鈴木竜二氏（金城学院）
②今後の予定：
９月第２例会：９月 17 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）市公館
10 月第１例会（DBC 交流会）
：10 月 3 日（土）・
4 日（日）犬山リバーサイドホテル・明治村
（中部部長公式訪問）
秋の根の上まつり：10 月 12 日（月・祝）
根の上キャンプ場（前日前夜祭予定）
③第 19 回中部部会の参加登録はクラブでまとめま
すので 9 月第 1 例会で取りまとめます。
参加費：12,000 円（受付開始 12：00～）
中部メネット会：11：00～（参加費 500 円）
第 1 部式典：12：30～
第 2 部記念講演：13：10～講師矢野きよ実氏
第 3 部懇親会：14：30～
④第 59 回名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボー
ル大会は無事終了。大会プログラムへの広告協賛
にご協力を感謝します。
⑤ジャガイモファンドは今年も実施します。ご協力
を。9 月例会で数量をお知らせください。
⑥来春 3 月にチャリティ－ウォークを開催予定。
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◎例会・行事の出席者 8 月出席率 15／17 88.2％
８月３日：第 59 回市内中学生 BB 大会
千種 SC 大島・柴田・八木 守山 SC 長谷川
８月４日：第 59 回市内中学生 BB 大会
守山 SC 長谷川 枇杷島 SC・北 SC 八木
８月５日：第 59 回市内中学生 BB 大会
守山 SC 長谷川
８月６日：市内中学生 BB 大会
守山 SC
長谷川・八木
８月６日：第１例会（納涼例会）
浅野猛・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・橋爪・
長谷川・松本・八木・山田・山村
ゲスト：インターアクト OB 石原・伊藤・大
橋・榊原・後藤・富田・竹内
青年協力隊 OB 菅沼 スタッフ 西野・東
田・万福寺 メークアップ：浅野麻・池野・遠
藤・深川
８月 10～12 日：市内中学生 BB 大会
天白 SC 長谷川・八木（11・12）
・浅野猛（12）
橋爪（12）
８月 10 日：名古屋地区連絡会 橋爪・八木
８月 11 日：グランパス・南山合同例会
大島・柴田・鈴木孝・長谷川
8 月 20 日：第２例会
浅野猛・池野・遠藤・大島・柴田・長谷川・深
川・八木・山田
◎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

