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「納涼例会」    いごこ家 

 8 月第１例会 8 月 4 日（木）18：45～20：30 

 今月は第 2木

曜日が祝日（山 

の日）になった

ので一週繰り

上げて４日に

恒例の納涼例

会を池下「いごこ家」

で開催した。 

 ユースの名古屋イ

ンターアクトクラブ

のOBを招待する予定

であったが今年はそれぞれ社会人として仕事の都

合などで参加できず、担当の鈴木一弘君へメールで

メッセージを送ってくれましたので紹介します。 

 スタッフの重留まなみさんが出席、重留さんは東

海クラブが協賛している「名古屋 YMCA 平和の使

者クリスマスカードコンテスト」の事務局としてお

世話になっています。また、中部書記の谷川修さん

（名古屋クラブ）

が中部部会の PR

に参加されて、ま

だ登録が済んで

ない方は登録を

と呼びかけられ

ました。 

          

         （書記八木武志・記） 

 ＜東海クラブの皆さんへ＞ 

   －インターアクトOB・OG よりー 

 ワイズの皆さま、お久しぶりです。本日は、塾講

師の仕事のため、参加できず残念です。現在も一般 

社団法人 aichikara で職員をしており、2011 年から 

始めた福島の子どものためのキャンプは、今回で 11 

回目となります。今年は熊本からも子どもが来る予

定です。また、愛知県被災者支援センターの非常勤 

としても働き、東日本大震災で避難されている方の 

自宅の訪問支援などをしています。 

 また、こんな形でのご報告で失礼ですが、実は、 

結婚します！！相手は、ジェネリック医薬品の営業 

で、同じ南山大学出身の人です。今は山梨にいます 

が、９月にセブ島で挙式をし、そのうち一緒に住み

ます。これはまだ内緒の話ですが、暖かくなった頃 

に、愛知牧場でお披露目のパ

ーティーをしたいと思って

います。相手の家族に許され

るかが未定ですが。 

・・・皆さんお馴染みの場所

かと思いますので、その時に

は、是非遊びに来ていただけ

ればと思います。 

         （石原なる美・みんみん） 

 ご無沙汰しております。本日は折角の会に参加で

きず申し訳ございません。先日は、はっちゃんリー 

ダーとあぎょうリーダーの結婚式に参列してきま

した。保育士の二人らしい賑やかで楽しい式でした。 

私 も 現 在

朝から晩ま

で掛け持ち

で二つの仕

事をしてい

ます。一つは 

販売の仕事、 

もう一つは

本業のケーキ作り、仕事が好きだとなかなか結婚に 

踏み切れないのですが、そんな私も来年には結婚す

る予定です。次に皆さんにお会いする際には嬉しい 

報告ができるようにします。またクラブ例会に呼ん

でください。ではまたお会いするときまで。 

        （大須賀菜摘・シェフ） 

 昨年参加させていただいた時、とても楽しい会だ 

ったので今年も是非参加したかったのですが、平日 

ということもあって子どものお迎えと重なってし

まいました。 

 来年もあれば是非参加させてください。いつもこ

のような会を開いてくださり、ありがとうございま

す！！暑い日がこれから続きますが、皆さん御身体

に気をつけてお過ごしください。 

        （富田祐子・あられ） 

十勝からジャガイモの便り 

 今年も北海道十勝ワイズメンズクラブからブリ 

テンが届きました。ジャガイモとカボチャを例年 

のように販売してクラブファンド作りにします。 

ブリテンに同封の案内のように10㎏入りの箱です。 

ジャガイモ（男爵・農林 31 号）1,700 円 

ｶﾎﾞﾁｬ・3 種詰（ｼﾞｬｶﾞｲﾓ・ｶﾎﾞﾁｬ・ﾀﾏﾈｷﾞ）2,400 円 
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夏はバスケットボール・・・ 

   第 60回記念大会始まる 

＜先月のブリテン再掲＞ 

 60 年間、一度も途切れることなく『名古屋 YMCA

市内中学生バスケットボール大会』が 60 回記念大

会として 8 月 2 日から今年も始まった。 

 元名古屋YMCA 総主事の木本精之助(名古屋クラ

ブ）ワイズは大会創設者の一人として、当時を振り

返 り 、 名 古 屋

YMCA とスタッ

フは、「①バスケ

ットボールが何

よりも YMCA で

考案され、世界中

に普及していっ

たこと、②バスケ

ットボールは青少年の心身の発達とスポーツマン

シップの涵養に大きな効果が期待できること、③名

古屋 YMCA が新設の体育館を開放し、市民体育ス

ポーツの推進に貢献すること」を強く願い、地道な

交渉を積み重ねたことがついに名古屋市教育委員

会を動かし、大会開催にこぎつけることができたと

語られます。 

 決め手は「強烈な願い」と「地道な交渉」。その 

思いは引き継がれ、今では男女で２００余校、3000 

名以上の選手たちのプレーと 400 名に及ぶ教師や

指導者たちの働きは素晴らしく、凄い！という他は 

ありません。 

 頂点を目指し努力を傾けてきた中学生は、力と 

スピードそして技術、チームワークを思う存分に 

発揮してくれることでしょう。間もなくリオ・オリ 

ンピックも始まります。今年の記念大会から将来の 

オリンピック選手が生まれるかもしれない。そんな

期待をもって「中バス」に触れ合ってみたいもので

ある。 

 まだ大会を見知らぬ方には、是非一度会場を訪ね

ていただき、観客と一緒に応援いただけたらと願う

ものです。大会の決勝戦は男女ともに、８月１２日

(金）午後、名古屋市・中スポーツセンター（伏見）

で行われました。なお、大会の結果速報は名古屋

YMCA ホームページをご覧ください。 

ワイズメンズクラブは「名古屋 YMCA 市内中学生

バスケットボ－ル大会」を応援しています。 

      （大会実行委員長・長谷川和宏） 

 
女子決勝長良 vs 明豊  男子決勝日比野 vs 若水 

決勝戦らしい接戦は女子は長良中学が実力を発揮

し、男子は日比野中学が１ゴール差で逃げ切った。 

 
 表彰式で YMCA 旗が中村総主事から日比野中学

に贈られた。 

 

 ロータリー杯（女子の部）は長良中学に。 

 

 加藤明宏前総主事もこの日のために大阪から駆

け付け、奉仕されている先生方と旧交を温め、感謝 

をした。東海クラブの橋爪さんと大島さんが決勝の 

観戦と表彰式のお手伝いに来ていただいた。 

 

多くの中学生と保

護者、奉仕の指導者 

の先生方、ボランテ 

ィアの学生の協力 

により無事終了し 

た。（長谷川和宏・ 

八木武志・記） 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  9月 6日  鷲尾文夫君 

        9月 12日   浅野麻琴君 

9月 27日   長谷川和宏君 

9月 28日  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 

「各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェ

クトへの理解を深めてください。ワイズは、家族で

参加できるボランティア団体です。ファミリーでの

活動を呼び掛け広めましょう！」 

   西日本区メネット事業主任 

亀浦尚子さん（熊本にしクラブ） 

8月第 2例会報告 18日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 9名 ゲスト荒川 

①9月第 1例会（南山クラブと合同例会）：9月 8日

（木）18：45～20：00 会場：ラ・スースANN 

 卓話「クラブ運営の原理・原則」 

 講師：岡本尚男氏（第 40代日本区理事） 

 ワイズ読本とロースターを持参してください。 

②今後の予定： 

 50周年準備委員会：8月 25日（木）YMCA 

第 20回中部部会・合同メネット会：8月 28日(日) 

  会場：名鉄ニューグランドホテル 講演：「国

際協力の意義」五月女光弘氏（外務省参与・初

代NPO大使） メネットアワーは 11時から 

 9月第 2例会：9月 15日（木） YMCA 

③第60回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー 

 ル大会：8月 2日～12日 無事終了 

 優勝校：男子日比野中学 女子長良中学 

④次回の連絡会(9 月 1 日)で「十勝のじゃがいもフ

ァンド」の統一価格を決定する。 

⑤山田英次中部YMCAサービス・ユース主査から 9

月 24日(土)開催の名古屋YMCA大会にあわせ、

YYフォーラムを開催する予定であったが、（大阪

高槻クラブの森本榮三氏を講師に招き、「マザー

テレサについて学ぶ」講演を行う）名古屋YMCA

大会実行委員会から今年の大会のプログラムに

YYY フォーラムを組み込むことが不可能になっ

たとの連絡があり、中止（延期）となった。 

⑥学童キャンプについて 

 日和田のタカネコーンを販売し益金を支援金と

する。詳細は中部ホームページ 

※50周年準備委員会（8月 25日） 

 2017年 5月 14日（日）12：30～16：00 

 マリエカリヨン名古屋（出雲殿） 会費：10,000

円 参加者数を 70～100 人を予想 案内は中部

各クラブ・西日本区役員・奈良クラブ・御殿場ク

ラブ・旧メンバーなど 

◎例会・行事の出席者 8月出席率 16／17 94.1％ 

 8月 2・3・4・5日：中BB大会 長谷川・八木 

 8月 4日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木一・橋爪・長谷

川・松本・八木・山田・山村・鷲尾 ゲスト：

谷川（名古屋）・重留 メークアップ：鈴木孝  

8月 6日：日韓歴史セミナー 大島・長谷川 

8月 10・11・12日：中BB大会 長谷川・八木 

  大島（12）・橋爪（12） 

 8 月 18 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・柴田・橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

  ゲスト：荒川恭次君（グランパスクラブ） 

 8月 25日：50周年準備委員会 松本・浅野猛・

浅野麻・柴田・橋爪・長谷川・八木 

 ８月 28 日：中部部会 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・鷲尾 メネット：松本 

 ◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

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・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 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 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆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 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


