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「TOFの月・オークション」 

2月第１例会 2月 18日（木）YMCA5Fチャペル 

 今月の例会

は TOF の月で

食事抜きで開

催され、会場を

池下の YMCA5

階のチャペル

に移し、年 1回

のオークショ

ンを担当の遠藤君の進行で行った。 

 クラブ創立 50 周年を再来年に控えファンドの充

実が急がれるけれども、なかなかオークションの商

品の品数は伸び悩み、高齢化で歳暮などが少なくな

ってきたせいもある。 

 遠藤君のコールで始まったが今日は食事抜きな

ので早く終わろうとどんどん値をつけて売りつけ、

予想外の売り上げとなった。 

 矢場とんの肉は相変わらず好評で挙手が多数、じ

ゃんけん勝負となった。 

 ファンドポイントは次の通り。提供 100％、買上

50％で計上。 

 浅野（猛）君 1500P  浅野（麻）君 1000P 

 池野君    500P  遠藤君   7800P 

 大島君    1000P  柴田君   3750P 

 鈴木（孝）君 11600P  橋爪君   5800P 

 長谷川君   500P  松本君   1650P 

 八木君    2200P   山田君      6650P 

 山村君       8350P    鷲尾君      5250P 

提供品数 33（奈良クラブ 2） 

売上金額  39,400円（端数切り上げで支払らった 

方もあり 40,000 円、ご協力ありがとうございまし

た。） 

 例会後有志で二次会、「いごこ家」へ。中村総主

事を呼び出し賑やかに歓談のひと時をもった。 

          （八木武志・記） 

 

鷲尾文夫君再入会 

 ２月例会で鷲尾文夫君の入会式を行った。10

数年ぶりの復活、銀行の仕事が一区切りで子会社の

顧問になられ、時間の余裕ができたのでワイズライ

フを楽しみたいと再入会されました。 

＊鷲尾さんの今のお仕事 

株式会社みらい経営の

顧問 

名古屋市中村区名駅 4

－4－10 

TEL052－300－0101 

 

 

 

 

春の美濃路を歩きませんか、 

桜もぼちぼち咲き始めるでしょう 

※名古屋YMCA第 4回チャリティーウォーク開催 

 東日本大震災から 5年、復興の足並みは遅々とし 

て進まず、愛知県へ避難されている家族も多い。3

月 11日には久屋公園で追悼式が開催される。 

 盛岡YMCA宮古ボランティアセンターの活動を 

支援する第 4 回名古屋 YMCA チャリティーウォー

クを 3月 26日（土）に開催する。詳しくは中部ホ 

ームページをご覧頂きたいが、今回は東海道と中山

道を結ぶ尾張の主要道の美濃路のうち市内中心部

を歩きます。朝 10 時に地下鉄神宮西駅を出発、高

蔵公園、金山、東別院、大須観音、広小路、ゴール

は伝馬町（伏見）尾張藩の高札場のあった札の辻で

解散します。桜天神はすぐ近くです。 

天候にあわせ歩きやすい服装で参加してください。 

西へ、東へ。～YMCAユースとともに～ 

◆「熊本バンドを巡る旅」(1/29・30) 

 日本のプロテスタントの三大源流の一つである

熊本バンドの結成から今年で 140周年、同志社大学、

関西学院大学、神戸女学院大学の学生YMCA8名を

引率して現地（熊本大学、九州ルーテル学院大学）

のメンバーと、結成の地である花岡山（熊本市内）

で早天祈祷会に参加、前日の記念講演会では NHK

の朝ドラ「あさがきた」のヒロイン広岡浅子は晩年

熊本バンドの中心メンバーであった宮川軽輝との

出逢いで受洗した事を知る。 
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◆関西地区春季ゼミナール 

 （2／8・9：神戸学生青年センター） 

 同志社、神戸女学院、関学、立教、一橋各大学の

学生YMCAメンバー18名と合宿形式で、ジェンダ

ー（社会的な性）問題の討論、聖書研究などの学び

の時間を持つ。 

◆今後の予定 

 SCM（Student Social Movement）現場研修 

（3／2~5）引率で日雇い労働者の街、釜ケ崎、在日 

コリアンタウン：生野（大阪市）を訪問。「子ども 

の遊び場」（3／5～6）支援引率で南相馬市（福島県） 

を訪問。「東日本大震災・語り継ぎの集い」（3／20 

名古屋・平針）でインターアクトメンバーと託児を 

担当。 

 東海クラブの

皆さんには、いつ

もお支えをいた

だいて感謝です。

また、昨年 8月の

例会のように、ワ 

イズとユースの

橋渡しができればと思います。（鈴木一弘・記） 

 

私の仕事         浅野麻琴 

 本館が移転して間もなく1年がたとうとしていま 

す。この 1年間は、私にとって、また、名古屋YM 

CAにとっても、とても大きな 1歩となる 1年でし 

た。 

 新しい地域で YMCA が、どんな場所であれば受

け入れてもらえるのか、課題があるなか、ウェルネ

スのプログラム担当として、YMCAの門をくぐって

きた方に気持ち良く通っていただけるように努め

ました。                       

 主にクラス運営を担当する私は、午前中は乳幼児 

（2歳児）クラスで、保育＆体育をします。荷物の 

支度や着替え、食事など生活面を共にしながら、ホ 

ールで元気よく身体を動かします。今では体力もつ 

き子どもたちの元気な姿が何よりの源。 

 午後は夕方のクラス前までがデスクワークタイ 

ムです。メールチェックや今は新規学童クラスの 

準備作業をしながら少しコーヒーをいただける貴 

重な時間です。 

 また、夕方になると、館内に元気な子どもたちの 

声が響きます。体操クラスが始まります。ここでは 

マットや鉄棒などの4種目の指導にあたっています。 

夜は主に野外活動のミーティングで学生リーダー 

と一緒に悩み・考えながら、一つのものを作り上 

げることの喜びを感じさせてもらっています。 

 YMCAの事業は多くあり、スタッフだけでなく、 

元気なワイズメンの方やサポートいただける方た 

ちの力を借りながら活力ある場でありたいと願っ 

ています。 

 

第 60回名古屋市内中学生バスケットボール大会 

は 8月 2日（火）中村スポーツセンターで開会 

式です。大会スケジュールは後日お知らせしま 

す。今年もご協力をお願いします。 

 

ピンクシャツデーを知っていますか？ 

＜いじめについて考えよう＞の集いに参加して 

ピンクシャツデーのキャンペーンの一環として、 

いじめについて考える集いが 2月最終水曜日（今年 

は 2月 24日）に開かれた。 

名古屋 YMCA では初めてのこの催しに、趣旨に

賛同する方ならだれでも参加オーケーと促され、ピ

ンクシャツを身に着けて参加した人 40 名。そのう

ちワイズメン 15名、ユース 10名、スタッフ 10名、

会員 5名でした。 

 YMCA 理事の後

藤田典子氏とスタ

ッフの重留さんに

よる趣旨説明・講演

の後、会員の有志か

ら学齢児童生徒を

巡る社会各所での

「いじめ」の発生状況の報告や YMCA での今年の

取り組み状況、計画などの報告が続いた。 

 「いじめ」は子ども社会の問題ではなく、大人社

会や大人の在り方こそ問われている問題なのだと

改めて気づかされる。 

 2 月はワイズでは

TOF の月間であると

同時にYMCAのピン

クシャツ月間にもな

った。飲食を挟んで、

最後は垣根を超えた

交流会、年齢や立場を

超えたこんな集いもいいですね。 

     （長谷川和宏・記） 

                                                 



名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                          （4） 

お誕生日おめでとうございます 

 ＜今月は該当者なし＞ 

結婚記念日おめでとうございます 

 ＜今月は該当者なし＞ 

今月の西日本区強調月間 

 JWFJapan West Y’s Men’s Fund） 

「JWFは皆様のご厚意によって支えられています。

個人やクラブの記念にあわせて献金をお願いいた

します。」 

    西日本区 JWF管理委員長 

高瀬稔彦君（岩国みなみクラブ） 

2月第 1例会報告 18日（木）18：45～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 14名 

①3月第 1例会：3月 10日（木）18：45～ 

会場ラ・スースANN 担当：鈴木孝幸君 

 卓話「経営コンサルタント見聞録～中国の中小企

業事情（主に上海周辺）～」講師：平野学氏（サ

ンビジネスコンサルティング代表・経営コンサル

タント） 

②今後の予定： 

 ピンクシャツデー：2月 24日（水） 

 東日本大震災犠牲者追悼式：3月 11日（金） 

  13：00～19：00黙祷は 14：46と 18：46 

  久屋大通公園広場 YMCAは実行委員会員 

 西日本区次期会長・主査研修会：3月 12・13日 

 3月第 2例会：3月 17日（木）YMCA 

 卒業リーダー送別会：3月 21日（祝）南山Y 

 第 4回名古屋Yチャリティーウォーク：26日 

 神沢YMCA「クラシックコンサート」：4月 2日 

③次期会長・次期中部YMCAサービス主査 

 次期会長は浅野猛雄君、主査は山田英次君。 

④4月第 1例会：4月 14日（木）担当橋爪良和君 

 卓話「名古屋城木造天守閣及び三の丸木造プロム

ナードの夢」講師川地正敏氏（川地建築設計室主

宰・元彦根シャトークラブメンバー） 

⑤グランパスクラブ 3月例会の案内 

 3月 8日（火）ノリタケの森「キルン」 

 卓話「ノリタケの歴史と洋食器文化」講師安藤忠

治氏（ノリタケの森ミュージアムアドバイザー） 

⑥第 19回西日本区大会の登録について 

 登録はクラブでまとめてすることになり、書記の

八木武志君が取りまとめをおこなうのでなるべ

く早く申込用紙記入の上提出。 

⑦第４回名古屋YMCAチャリティーウォーク： 

 「東日本大震災復興支援・3.11を決して忘れない」 

 ３月 26日（土）10：00地下鉄神宮西駅出発、東

別院、伝馬町札の辻を経て五条橋、円頓寺商店街

を目指す美濃路を歩く。参加費（1,000 円）をグ

ランパスクラブの東北被災地応援ツアーに託し、 

 盛岡YMCA宮古センターの活動に献金する。 

⑧卒業リーダー送別会：3月 21日（月・祝）南山 

YMCAで開催される。荒川中部部長より今まで 

 は予算が少なく、ワイズの力でもっと充実したも 

 のにしたいとの呼びかけがあり、出来るだけ参加 

 して費用の負担を図る。 

⑨お年玉年賀ハガキの 3等記念切手の当選番号は 

 ＜下２ケタ・69と 90＞ 

⑩西日本区へのBFその他の振込は 2／25の予定 

◎例会・行事の出席者 2月出席率 15／18 83.3％ 

 2月 8・9日：学生YMCA春季ゼミナール鈴木一 

2月 18日：第 1例会（TOF・オークション）） 

  浅野猛・浅野麻・池野・遠藤・大島・柴田・鈴

木孝・橋爪・長谷川・松本・八木・山田・山村・

鷲尾 

  メークアップ：鈴木一 

 2月 23日：市内中学生BB大会役員会 

  長谷川・八木 

 2月 24日：ピンクシャツデー 

  浅野麻・大島・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・  

◆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

                                                 


