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「名古屋市長とは・・・・」  

  桜井治幸氏（元名古屋市議会議長） 

4月第１例会 4月 13日（木）18：45～20：45 

 今月のゲス

トは、担当の池

野ワイズと旧

知であり、当ク

ラブでも以前、

卓話講師とし

てお招きした

こともある、元

名古屋市議会議長の桜井治幸氏をお招きしました。

桜井氏は現在、議員活動は引退されていますが、長

年務めた市議会議員の経験を活かし、市政にも様々

な助言をされています。 

 今回は23日に投票が迫る名古屋市長選挙を前に、

議員活動の中から得た、市長を巡る思いをお話いた

だきました。 

 名古屋市は人口 200万人以上で全国に 20ある政

令都市のうち、東京、大阪、横浜に次ぐ大きな都市

ですがその中身は東京、大阪などと比較して、決し

て誇れるものではありません。経済活動は活発とは

いえ、トヨタグループの活動に支えられている要素

は大きく、全事業数は東京 52 万 1000、大阪 19 万

1000 に比べ、12 万 5000 と大きな隔たりがありま

す。また、愛知県から他府県の大学、短大に入学す

る学生は、東京都に毎年 2000 人以上、京都だけで

1000 人以上と多数ですが、愛知県内の学校に入る

他府県の学生は東京圏全体で 300人、関西圏全体で

850人程度と、明らかな格差が見られます。昨今で

は、「最も魅力のない街」として名古屋が挙げられ

るなど、名古屋の地盤沈下が憂慮される状況です。 

 桜井氏は現在の河村市長とは彼が自民党に所属

していた頃からの旧知の仲であり、その後の変遷、

経緯は熟知している間柄です。自らが推挙した岩城

副市長を解任し、今回の市長選挙の対抗馬となった

いきさつなど、裏話を含め、大変興味深いお話を伺

うことができました。選挙で再選が果たせるかどう

かは不明ですが、パフォーマンスではなく、地元の

発展のために何をすれば有効であるか、市民がじっ

くりと考えてほしいということが桜井氏の要望で

した。           （橋爪良和） 

 第 1例会会場のラ・スースANNの入口左側のシ

ョウウインドウは毎月展示が変わっていることに

お気づきで

すか。今月は

兜でした。季

節に合わせ

た趣向を凝

らした展示

で例会に行

く楽しみの

一つです。 

第 1例会の際には是非一度ご覧になってください。 

 

かみさわ保育園 3周年ー感謝の気持ちを込め 

「みんなで楽しむクラシック名曲コンサート」 

 4 月 1 日（土）14：00～16：00 神沢ファミリー

YMCA で地域の皆さんへ感謝の気持ちを込めて開

催された。実行委員会が組織され、名古屋グランパ

スクラブ、南山クラブの後援、名古屋クラブ、東海

クラブの協賛で宗次ホールの協力を受け開催され

た。ソプラノの奥村香代さん、木村あゆみさん、ピ 

アノの近藤祐加さんを迎え、「猫の二重唱」のオー

プニングに始まり、オペラや小学唱歌、「メリーポ

ピンズ」と生の迫力ある演奏に圧倒されました。 

 

◎2017―-2018年度クラブ役員（案） 

 長谷川和宏次期会長から次年度のクラブ役員案

が提案されました。 

 4月第 2例会で検討され、会長からこの役をとい

われたら否と言わないのがワイズの良いところ、で

もどうしてもこの役がやりたいという人は長谷川

君まで申し出てください。    
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2017－2018年度名古屋東海クラブ役員案 

＊会   長       長谷川和宏 

＊副 会 長       鷲尾文夫 

＊書   記       八木武志 

＊一般会計        浅野猛雄 

＊特別会計        橋爪良和 

＊直前会長        浅野猛雄 

＊連絡主事        浅野真琴 

＊EMC委員長        鷲尾文夫 

EMC委員           鈴木孝幸・山田英次・

長谷川和宏 

＊Yサ・ユース委員長   太田全哉 

Yサ・ユース委員    大島孝三郎・柴田洋治

郎・服部敏久 

＊地域奉仕・環境委員長  鈴木一弘 

 地域奉仕・環境委員   池野輝昭・浅野猛雄   

＊国際・交流委員長    山村喜久 

 国際・交流委員     橋爪良和・遠藤彰一 

＊広報・ブリテン委員長  松本 勝 

 広報・ブリテン委員   八木武志・浅野猛雄・

浅野真琴・長谷川和宏 

＊メール委員       八木武志 

＊メネット委員      松本淳子 

＊会計監査        池野輝昭 

＊中部地域奉仕・環境主査 浅野猛雄 

＊西日本区 JWF委員   橋爪良和 

＊文献保存委員      八木武志 

※なお、2018－2019年度の中部部長 柴田洋治郎 

（以上敬称略） 

 

50周年記念例会の準備着々と 

 1967年 5月 21日、名古屋東海ワイズメンズクラ

ブは国際協会から加盟認証状の伝達を受けるチャ

ーターナイトを開催した。今年、50周年を迎えるこ

ととなり 2017年 5月 14日（日）12：30～16：00

マリエカリヨン名古屋（出雲殿）で記念例会を催す

ためにこの数カ月第2例会のほか実行委員会を何度

かもって準備を進めてきた。 

 松本勝実行委員長のリーダーシップのもと、ほぼ

その全体像が固まってきた。4 月末の申し込み状況

から 80人前後の規模となりそうである。5月 1日、

5月 11日（5月第 1例会）と前日の 13日に実行委

員会をもって当日に備えることにしている。 

 当日のスケジュールとメンバーの役割は 5月の 

第 1例会において確認する。 

 

 この写真は1967年5月21日のチャ－ターナイト

のものであるが 30 名のチャーターメンバーのうち

9名は残念ながら数カ月で退会した。21名のチャー

ターメンバーで現在東海クラブには野村秋博君が

功労会員として在籍、南山クラブの荒川文門君、グ

ランパスクラブの吉田一誠君がワイズメンとして

活躍中である。この先輩達の築き上げてきた東海ク

ラブをさらに 60年、70年と 100年を目指して新た

な歩みを踏み出す大きな機会としていきたい。 

 

 当日は東海メンバーはマーシャルとしてドラゴ

ンズのシャツを着て来場の皆さんを迎えることに

している。（今年は成績不振であるが） 

 

 記念講演に熊本ＹＭＣAの岡成也総主事を講師に 

迎え、「熊本地震！そのときＹＭＣＡは？」と題し

て 2016年 4月の熊本地震の際、熊本ＹＭＣAが取

り組んだ災害支援活動と指定管理者であった益城

町総合体育館、御船町スポーツセンター（共に指定 

避難所となる）、阿蘇ＹＭＣＡなどの取り組みをお

話いただくことになっている。 

 

 また、50周年を記念して名古屋ＹＭＣＡにスライ

ドプロジェク

ターを２セッ

ト寄贈するが

すでに納入済

みで活躍中で

ある。 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  5月 6日  山田英次君 

      5月 8日  柴田洋治郎君 

      5月 12日  浅野猛雄君 

      5月 13日 鈴木一弘君 

      5月 14日 池野輝昭君 

      5月 15日 大島孝三郎君 

      5月 25日 鈴木孝幸君 

      5月 28日 松本 勝君  

メネット  5月 3日  野村靖子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 5月 1日  橋爪良和君・圭子さんご夫妻 

 5月 5日  服部敏久君・正子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

LT（Leadership Training） 

「リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラ

ブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存在します。

その機会を学びの場と捉えるか否かがリーダーの

資質の違いです。全てを有意義に捉えリーダーシッ

プを身に着けてください。」 

   西日本区ワイズリーダーシップ開発委員長 

船木順司君（京都トップスクラブ） 

4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 ゲスト 1名 

①5月第 1例会：5月 11日（木）18：45～ 

 担当：松本 勝君 

②今後の予定： 

 春の根の上まつり：4月 29日（祝）根の上 

 50 周年記念例会：5 月 14 日（日）マリエカリヨ

ン名古屋 

 中部評議会：5月 27日（土）YMCA 

③50周年準備委員会 

 50年史（ノンフィクション東海＝50）A4サイズ

12 ページ、カラー印刷 200 部 八木原案を委員

長が修正、改定版を作成 

 記念例会進行表・役割の原案について検討 

 第 1部の司会：柴田君 第 2部の司会：鈴木一君 

 第 2部の乾杯は中部部長にお願いする 

 当日ニコボックスを設置、熊本地震復興支援献金

とする 

④今後の作業予定 

 当日のプログラムの検討（式順、時間配分、役割） 

 参加者の受付、集計 

 当日のプログラムの作成・印刷 

 5月 1日（月）に委員会を開催 

◎例会・行事の出席者 4月出席率 17／17 100％ 

 4月 1日：神沢YMCAクラシックコンサート 

      浅野猛・大島・八木 

 4月 1日：長浜クラブ 30周年記念例会 鈴木孝 

 4月 6日：50周年記念例会委員会 浅野猛・浅野

麻・池野・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・橋爪・

長谷川・松本・八木・鷲尾 

 4 月 8・9 日：根の上ワーク 浅野猛・池野・八

木・山田・山村（中村総主事・今枝・中野・八

窪） 

 4 月 13 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷

川・服部・松本・八木・山田・山村・鷲尾 メ

ークアップ鈴木一 

 4月 15日：彦根シャトークラブ 35周年 鈴木孝 

 4 月 20 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・大島・

柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾 ゲス

ト：松田 

 4月 26日：名古屋地区ワイズ連絡会 

  浅野猛・長谷川 

  

 ◆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

                                                 


