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「クラブ運営の原理・原則」
岡本尚男氏（第 40 代日本区理事）
9 月第１例会 9 月 8 日（木）18：45～20：30
＜南山クラブと合同例会＞ ラ・スース ANN
今年 3 月の次期
会長主査研修会
で南山クラブの
杉山会長より合
同例会をお願い
され、たまたま、
講師で出席され
ていた岡本さんに 9 月 8 日の合同例会の卓話をお願
いした処、快諾していただき「クラブ運営の原理・
原則」と言うテーマでお話をしていただく機会が
実現しました。
岡本さん
の話の中で
小堀憲助さ
んと言う人
の名前が何
回も出てき
ました。小堀
さんは第 1 回
目の EMC シンポジュウムが京都で開催された時の
講師で中央大学法学部の教授で奉仕クラブを研究
されている先生でした。私がそこで学んだことは、
親睦の延長線上に奉仕の心は生まれる、奉仕クラブ
は親睦が大事で「遊んでばかりで、何かやろまい
か？」が奉仕の原点だと言われたことを記憶してい
ます。東海クラブが日本区大会をホストした頃は、
京都パレスと東海が日本区のクラブの中でやんち
ゃで活発に活動をしていましたが、我々のクラブは
メンバーの増加も少なく、京都のクラブの活動の足
許にも及びません。
当日、岡本さんから絶対にやらなければならない
クラブ運営の原則を資料でいただきました。もう一
度ここで確認すると、
①例会は月 2 回開催。
②例会は時間厳守、遅刻は駄目、プログラムは分単
位のシナリオを作る。例会は社交場である事、新し
い出会いの場となり、有益な情報交換になる。有益
な時間と心から楽しめる場所であること。クラブの
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皆さんが人格者の集団でなければ人は誘えない。
③決して「世俗の論理」を持ちこんではならない。
社会生活に於ける肩書きは必要ない。他人を批判せ
ずクラブに役立つ人格者でありたいものである。
④講演者は全員立礼と拍手で迎え、送り出す。
⑤会員同士は握手でお互いの出席を称える。
⑥会員同士の連帯感が深まるようなプログラムを
作り、心から「このクラブに居て良かった」と思う
クラブにする。
⑦出席率は常に 90％以上であること。
⑧役員会はクラブ運営に必要な事柄を真剣に議論
する場を担保するために開催するためにも役員で
ない会員のメイキャップ対象にはしない。第 2 例会
扱いにしない。
⑨委員会は必ず月一回は開催する。親睦の熟成にか
かせない。
⑩家族ぐるみのプログラムを工夫する。
⑪服装はきちんとする。
⑫クラブの会員数を 30 名以下にしない。常に会員
獲得を旨とする。
⑬50 名以上になったら新クラブ設立を考える時期。
（一部省略）
以 上の こと を今
後 の クラ ブ運 営の
た め にメ ンバ ー一
人一人が自覚して、
い つ の日 にか 毎月
の例会がラ・スース
の 3 階の部屋で開催
できるように努力しましょう！！ （浅野猛雄・記）
なお、南山クラブは全員（9 名）出席、ゲストは
川口恵中部部長（部長公式訪問）、河部薫名古屋ク
ラブ会長、荒川恭次直前中部部長。

荒川直前中部部長、エルマークロウ賞！
8 月の国際大会（台湾）で直前中部部長の荒川恭
次君が国際協会からエルマークロウ賞受賞の快挙。
この賞は年度の部長のうち傑出した働きをした部
長を称える栄誉ある賞です。中部では初めての栄誉、
さかのぼって日本区北西部時代の名古屋東海クラ
ブの黒田忠嘉さん（北西部長）以来のことです。
この受賞に名古屋地区のクラブも刺激をうけて、
更なる活動の第一歩としようと南山クラブの小林
滋記君の呼びかけで 9 月 21 日（水）ノリタケの森・
キルンでお祝いの会を開催した。
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お祝いの会に森
本第 10 代西日本
区理事、遠藤第 19
代理事、正野区直

前 書 記も 大阪 から
駆け付けお祝い。総
勢 31 名の出席。中
部 HP もご覧下さい。

名古屋 YMCA 大会・・・
橋爪良和ワイズ他特別表彰！
3 回目を迎えた今年の名古屋 YMCA 大会が 24 日
（土）浩養園で開かれた。開会礼拝に続いて、第 1
部の永年会員表彰では 60 年を数えた八木武志君の
ほか 40 年の橋爪良和君、20 年の野村靖子さんなど
の表彰があり、新たに 9 名のユースボランティア認
証があった。
第 2 部では「YMCA ブランディングプロジェク
トについて」と題して PT の小林直樹氏（大阪 Y）
から、そして中村隆総主事から「MAP2020 につい
て」がそれぞれ解り易く詳細な解説があった。
いよいよ設計図はできた、新しい名古屋 YMCA
を施工するのはこれから。参画するのは我ら。いろ
んな場で煮詰めていきたい。
第 3 部では日韓ユースセミナー及びこの夏に始め
た学童キャンプの報告があった。最後に特別表彰が
あり、ここでは我が名古屋東海クラブ関係者の出番
が続いた。始めに橋爪良和ワイズへの表彰は、ワイ
ズメンとして名古屋 YMCA と日本 YMCA 同盟の
数々の委員・役員と
し て の活 躍に 対し
て、橋爪圭子メネッ
ト に はク リス マス
キャロル開催を第 1

回 か ら支 え続 けて
こ ら れた こと に対
して、今年 60 回を
迎 え た市 内中 学生
バ ス ケッ トボ ール
大会の事務局に詰め、10 数年に亘り大会運営に尽力
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された鈴木和代氏に対して、いずれも長年に亘る献
身的な働きに感謝である。更に来月開催の日本
YMCA 大会では長年の青少年奉仕に対して、浅野猛
雄ワイズが表彰されるとの報告があった。いずれの
方々にも心からおめでとうと感謝の気持をお伝え
したいと思います。
ユースリーダーが約 50 名ほど参加し、びっくり
するほどの活気を示した大会でした。
（長谷川和宏・記）

秋はプログラム満載、どれに参加？
☆チャリティボウリング大会 in 星ケ丘ボウル
10 月 2 日（日）10：00～12：30
星ケ丘ボウル（千種区星ケ丘）
国際協力のために（フィリピンワークキャンプ）
☆日本 YMCA 大会
10 月 8 日（土）～10 日（月・祝）
御殿場・東山荘 東山荘の新本館の献堂式も
ユースエンパワメント・私たちの活動が社会を
変える。浅野会長が表彰されます。
★秋の根の上まつり
10 月 10 日（月・祝）10：00～15：00
根の上キャンプ場
ファミリーでバーベキューやキャンプソングを
楽しみましょう。今年も仲間と会いましょう。
☆南山クラブ例会：ピッザパーティー 10 月 15 日
（土） 南山クラブ農場のピザ窯を見に来てね。
★じゃがいもファンドの荷下ろし（南山 YMCA）
10 月 22 日（土）14：00 到着予定
★ピースフルサンデー（バザー）
10 月 30 日（日）10：00～15：30 南山 YMCA・
南山幼稚園 東海クラブは焼き鳥の販売を担当
します。
★第 23 回チャリティーラン
11 月 12 日（土）9：30～15：30
名城公園
障がいを持つ子どものためのプログラム基金の
ために。今年の実行委員長は青木哲史君（グラン
パスクラブ）
東海クラブは2 チームのスポンサーと飲み物の提
供をします。
★DBC 奈良クラブ・御殿場クラブとの交流会
11 月 19 日（土）
・20 日（日）
秋のまほろば古都奈良を満喫します。
宿泊：
「神の宿る郷・かつらぎの森」
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お誕生日おめでとうございます
メ
ン
メネット

10 月 15 日
10 月 27 日

山村喜久君
鈴木純子さん

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
BF・EF
「国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲
間である国々を周知する目と心と義務を育て、より
BF／EF への意識を高めましょう。
」
西日本区国際・交流事業主任
森田美都子さん（京都パレスクラブ）
9 月第 2 例会報告 15 日（木）19：00～21：00
名古屋 YMCA 会議室 出席 11 名
①10 月第 1 例会：10 月 13 日（木）18：45～
会場：ラ・スース ANN 担当：柴田洋治郎君
卓話「相続税の計算方法と相続対策について」
講師：小林典正氏（税利法人オグリ・相続診断士）
②今後の予定：
名古屋 YMCA チャリティボウリング大会：
10 月 2 日（日）10：00～ 星ケ丘ボウル
日本 YMCA 大会：10 月 8～10 日 東山荘
秋の根の上まつり：10 月 10 日（月・祝）
根の上キャンプ場
10 月第 2 例会：10 月 20 日（木） YMCA
じゃがいも荷下ろし：10 月 22 日（土）14：00
ピースフルサンデー：10 月 30 日（日）南山 Y
③11 月第 1 例会：11 月 10 日（木）ラ・スース
卓話「データでみる愛知県民の暮らし」
講師：古田千尋氏（岐阜県可児工業団地共同組合）
④じゃがいもファンド：男爵 10 箱・農林 31 号 77
箱・3 種詰 5 箱・かぼちゃ 8 箱 計 100 箱
到着予定：10 月 22 日（土）14：00 南山 YMCA
⑤DBC 奈良クラブ・御殿場クラブ交流会：
11 月 19 日（土）
・20 日（日）奈良クラブの担当
「秋のまほろば（大和）で交流をふかめよう」
19 日：当麻寺見学・宿泊地（神々が宿る郷・かつ
らぎの森）20 日：葛城山散策（ロープウエイで山
上へ）昼食後解散
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⑥50 周年準備委員会
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
今後のスケジュールと役割分担について（詳細は
後日記録にて）
⑦国際協力委員会報告（柴田君）
チャリティボウリング・チャリティーラン・クリ
スマス献金・ピースフルサンデーについて
◎例会・行事の出席者 9 月出席率 16／17 94.1％
9 月 1 日：連絡会 浅野猛・橋爪・長谷川
9 月 8 日：第 1 例会
浅野猛・浅野麻・遠藤・
大島・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・服部・八
木・山田・山村・鷲尾 ゲスト：川口（名古屋・
中部部長）
・河部（名古屋）
・荒川（グランパス）
メークアップ：池野・鈴木一・松本
9 月 15 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・池野・
遠藤・大島・柴田・橋爪・松本・八木・山田・
鷲尾
9 月 21 日：荒川恭次君のエルマークロウ賞受賞
を祝う会 大島・橋爪・長谷川・八木
9 月 24 日：名古屋 YMCA 大会
浅野猛・浅野麻・池野・大島・鈴木一・柴田・
橋爪・長谷川・山田・鷲尾
◆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

