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「経営コンサルタントは見た、中国経

済の現実」    平野 学氏 

  ＜㈱サンビジネスコンサルティング代表＞ 

３月第１例会 3月 10日（木）ラ・スースANN 

 今月の例会の講

師の平野氏は「矢場

とん」の経営コンサ

ルタントとして毎

月オーナー会議に

参加してもらって

います。 

 そんな平野氏にワイズの講師を快諾していただ

き、中国経済の今後の予測を聞き、爆弾発言も飛び

出し大変興味深い内容でした。 

 今後、私たちがどのように自分の財産を守るのか、

次代にどのように引き継いでいくのか、短い時間で

したが真剣に考えることができ、久しぶりに頭脳を

働かせました。  （鈴木孝幸・記） 

 

 なお、ゲストに鈴木孝幸君の友人の御子息である 

太田全哉さんが入会を前提で（鈴木君の言）出席、 

また、嘗て東海に在籍されていた松田信生さんも 

再入会しようかなと（たまたま鈴木君と仕事で接触

があり誘われて）出席されました。 

 松田さんは昔のＹＭＣＡ青成部時代からの会員 

で東海クラブのチャーター時代のメンバーでした 

が 20年以上ぶり 

の再会で戻って 

きていただいた。 

80 歳ちかいのに

大変お元気で 

3 月 11 日の東

日本大震災犠

牲者追悼式に

もきておられ 

ました。写真 

は例会の様子

と山村君と歓談する太田さん、山村君も若いメンバ

ーが増えそうと大歓迎です。 

第４回ＹＭＣＡチャリティーウォーク 

 －３．１１東日本大震災を決して忘れないー 

 大震災から５年が経ちましたが復興事業は遅れ 

がちで、被災された方々の心の痛みはまだ癒されて 

はいない状況にある。盛岡ＹＭＣAの宮古センター 

で子どもたちのケアに取り組んでいる。また、石巻 

には新たにワイズメンズクラブが誕生しつつある。 

 第４回のチャリティーウォークは参加費をこの

宮古センターの活動のためにささやかであるが捧

げる事にしています。３月 26日（土）午前 10時地

下鉄神宮西駅を出発した参加者はＹＭＣＡ会員の

ほか子どもも含め 20人（途中で 2人合流）、約 3時

間の歩きを通して名古屋の歴史の一端に触れると

ともに「3.11を決して忘れない」と誓った被災地復

興支援に思いを馳せる機会としました。（心の参加

は 9人）コースは熱田夜寒の里～金山～東別院～本

町通～大須～伝馬町通本町（札の辻）、名古屋の古

き時代の面影を残した街並みを散策、やや長いコー

ス設定にもかかわらず完歩、楽しい一日でした。 

＜東海クラブは「心の参加」を含め 16 名、写真集

は中部ホームページをご覧ください＞ 

次期会長・主査研修会に参加して 

 12～13日に大阪において次期の研修会に参加し 

てきました。土曜日の午後 1時から日曜日の午後 3

時までビッシリのスケジュールで結構しんどかっ

たです。 

 研修の内容を説明すると長くなりますので省略 

をさせて頂き、まず西日本区の後期半年報による 

会員数が報告され、1,530人で昨年 1月より 58名 

減少しているとのことです。中部は前期より 4名増

加をしていますが昨年 1 月より 16 名も減少してお

り、今では二桁の 99名です。 

 次期理事岩本悟ワイズ（熊本にしクラブ）は定例 

会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増を副題

に掲げ、会員数増強、前期末プラス 200名を目標に 

掲げています。私も例会の充実を目標にしようと思

っています。 

 二日目は各部に分かれ、川口部長より部長主題、

活動方針を聞いた後、各クラブより現状報告がされ、

意見交換を行い、ユースへの支援、ＹＹフォーラム

の開催、メンバーを増やす方策について話された。 

          （次期会長 浅野猛雄） 
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あの日から５年、東日本大震災犠牲者追悼式 

（３月１１日・久屋広場）東日本大震災から５年、

犠牲になった方々への追悼の意をこめて名古屋か

ら、午後と夜の２回、久屋大通公園・久屋広場で催

された。 

キャンドル点火、記

帳、献花、黙祷、宣

言と式典の流れは

簡潔なものでした

が被災地、被災者支

援を行っている

NPO・ボランティア・一般市民およそ 2000人の方 

が参列した。14時 46分、一同心を籠めて哀悼の意

を捧げることができました。 

 「避難先から戻れな

い家族」「原発事故の

影響が不透明で見通

しが立たない福島な

どの現状」の痛みはい

まだ重すぎる。こうし

た現実を踏まえて私

たちにできることを続けて行きたいと思いました。 

 名古屋 YMCA は実行委員会構成員として会場に

５張のテントを提供し、会場設営に協力した。 

「私たちはこれからも被災地と被災者に心を寄せ

ていきます。東日本大震災を教訓に災害に備えま

す」（宣言文の一部より）  （長谷川和宏・記） 

覚えて欲しい僕らの名前を 

＜YMCA刈谷センターって知ってますか？＞ 

 名古屋YMCA刈谷センターってご存知ですか？ 

JR東海道線刈谷駅の次の「野田新町駅」徒歩８分 

名古屋 YMCA 刈谷センターが開所されて２年が過

ぎようとしています。大島、長谷川、八木の３名で 

初めて現地現場を訪ねてきました。 

 担当の若林将太スタッフは名古屋 YMCA では数

少ない男性のスタッ

フで、館内見学と現況

説明をしていただき

ました。 

西三河地域の幼児・小

学生の子ども達を対

象に、水泳、フィット

ネスプログラム、野外活動を展開して、指導リーダ

ーも徐々に育っているとのことで意気込みをひし

ひしと感じた。 

 施設の委託管理という制約、スタッフ常駐の制約、 

資金面の制約と条件は厳しい中、ボランティアリー 

ダーも人数が少しづつ増え、今や４０名？春からは 

これを足掛かりにさらに活動領域の拡大を狙って 

いると聞きました。名古屋地区のワイズメンズクラ 

ブには刈谷・知立方面でのYMCAの働きを支援し、 

活動の周知、指導者リーダーの確保・養成、施設の 

確保、提供に、まずは一度足を運んで見て欲しい。 

孤軍奮闘の若林スタッフに応援と励ましを。 

ようこそノリタケの森へグランパスクラブ例会 

 グランパスクラブの３月例会を久しぶりに訪ね 

た。グランパスにとってはいつものYMCAでの 

例会と異なり、おしゃれなノリタケの森レストラン 

「キルン」での例会、東海より少ないメンバーだが 

今日は 30名！メネット・会友などクラブ員一丸と 

なって勧誘、卓話者の安藤忠治氏（ノリタケの森 

アドバイザー）のお話への関心、キルンへの期待、 

周到な準備計画、子クラブのグランパスから学ぶ 

ことが確かにあると実感した。 

 卓話「ノリタケの歴史と洋食器文化」は大変わか 

りやすく、興味深くきくことができた。 

 会食を交えて旧知の後輩にも出会え、ちょっとし 

た工夫の座席指定、食事の内容、質とも楽しい例会 

でした。東海の参加は大島、柴田、長谷川、八木。 

  

 

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。大会は 8月 2日が女子 1回戦、中村、北、

緑、12日（金）が準決・決勝戦と閉会式、中 SC。

今年もご協力をお願いします。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット ４月９日 柴田純子さん 

      ４月 13日 鈴木節子さん 

      4月 19日 山村早織さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 4月 23日 野村秋博君・靖子さんご夫妻 

  

今月の西日本区強調月間 

 YMCAサービス・ASF 

「ワイズメンは、YMCAをより深く理解し、ユース

に寄り添い、今まで以上に「Yサ力」をアップ出来

るよう、積極的に努力しましょう。」 

   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） 

3月第 2例会報告 17日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 9名 

①4月第 1例会：4月 14日（木）18：45～ 

会場ラ・スースANN 担当：橋爪良和君 

 卓話「名古屋城天守閣木造復元、そして木造都市

へ」講師：川地正敏氏（川地建築設計室主宰・三

重大学・中部大学非常勤講師） 

②今後の予定： 

 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 

 4月第 2例会：4月 21日（木）YMCA 

 春の根の上まつり：4月 29日（金・祝） 

③クラブ創立 50周年記念例会 2017年 5月 21日

（日）開催を検討、14日（日）出雲殿を候補に。 

 実行委員会を組織、役割とアイデアを検討する。 

 委員：松本・鈴木孝・柴田・橋爪・八木・浅野猛 

④第 49回クラブ総会（裸で語り合う会） 

 日程：2016年 7月 9日（土）午後～夜 

 会場：YMCA5F・「いごこ家」 

⑤YMCA 本館では 4 月から学童保育（アフタース

クール・FUN！）を開設する。絵本、図鑑、ゲー

ムなどの寄贈をお願いします。 

⑥第 19回西日本区大会の登録について 

 現在の登録者は大島・鈴木孝・柴田・橋爪・長谷

川・八木・山田 

⑦浅野次期会長から： 

 南山クラブ杉山次期会長の提案で9月例会を合同 

 例会とする。9月 8日（木）、卓話の講師に京都キ

ャピタルクラブの岡本尚男氏に依頼、快諾を得た。

他クラブにも参加を呼びかけ出席者が多くなれ

ば会場をラ・スースの３階ホールにする。 

 

◎例会・行事の出席者 3月出席率 16／18 88.9％ 

 3月 7日：名古屋地区連絡会 山田・橋爪・長谷 

川・八木 

 3月 8日：グランパス例会 大島・柴田・長谷川・ 

  八木 

3月 10日：第 1例会 

  浅野猛・浅野麻・池野・遠藤・大島・柴田・鈴

木一・鈴木孝・橋爪・長谷川・深川・松本・八

木・山田・山村・鷲尾 

  メネット：松本 

 ゲスト：太田全哉さん・松田信生さん 

 3月 11日：東日本大震災追悼式 

  長谷川・八木 

 3月 17日：第 2例会 

  浅野猛・浅野麻・遠藤・大島・柴田・橋爪・長

谷川・八木・山田 

 3月 21日：卒業リーダー感謝会 

  浅野猛・大島・柴田・橋爪・長谷川・八木 

 3月 26日：チャリティーウォーク 

  大島・柴田・長谷川・八木・鷲尾 鷲尾メネッ

ト （心の参加）浅野猛・遠藤・鈴木一・鈴木

孝・橋爪・松本・山田 

◆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

                                                 


