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「東洋医学とツボ」  

  きくち教児氏（タレント・鍼灸師） 

6月第１例会 6月 8日（木）18：45～20：45 

 名古屋の人気

タレントの「きく

ち教児」さんを講

師に迎え、東洋医

学とつぼのテー

マで講演を聞き

ました。 

 彼はタレントでありながら鍼灸師でもあり、さす

がに話術は素晴らしく、時間がなくなり肝心の東洋

医学の本題は余り聞けませんでした。是非もう一度

機会を設けて続きを聞きたいとおもいます。 

 彼はラジオ、テレビでレギュラー番組を持ちなが

らコマーシャル等幅広く活躍をしていますが G－N

－O（義理・人情・恩返し）が出来る素晴らしいタ

レントです。 

 彼は人との出会いを大事に、知り合った人達の健

康を考え、今まで所属していた事務所を辞め、お金

で動くタレントではなく、何処でも声をかけてくだ

されば飛んでいくとのスタンスに感銘しました。 

      （鈴木孝幸・記） 

  

 なお、ゲストに山村君の同級生の西田典央さんが

出席され、メンバーとも打ち解けて談笑、ぜひ、東

海の新しいメンバーとして平均年齢を下げてくれ

ることを期待します。 

  

 スタッフの中井さんが「学童キャンプ」へのサポ

ートをアッピールに会の始めに来られました。 

 

◎学童キャンプってどんなキャンプ？ 

 「楽しく遊び・楽しく学ぶ」想い出に残る一週間 

 昨 2016年度、名古屋YMCAでは学童キャンプを 

２期（７月 25～30日・８月 1～6日）実施しました。 

このキャンプの狙いは、2020年にはYMCAキャン

プ 100周年をむかえますが、「全ての子どもたちに 

自然体験を」との願いをもって、夏休みの期間に、 

子どもたちが規則正しい生活を送り、「人との繋が

りを大切にする」「豊かな自然を大切にする」こと 

を学んでほしいことです。 

 現在の子どもたちを取り巻く社会環境は、「６人 

に１人」の子どもが相対的貧困であると言われてお

り、核家族化が進みご近所との交流も少なく、少子

化による同年代の子どもと遊ぶ機会も少なく、孤立 

感は深刻となっています。 

 名古屋 YMCA ではキャンプに参加したくても参

加費が負担できない子どもたちにもキャンプ体験

をと昨年度参加費を補助する制度を発足させて２

期のキャンプを実施しました。補助（全額・半額） 

を受けて参加した子どもは３２名でした。 

 この財源は名古屋 YMCA 青少年基金や趣旨に賛

同する個人、企業の寄付によるものです。 

 昨年は東海クラブのメンバーの所属する企業か

ら㈱六合（柴田君）、㈱池野秀三郎商店（池野君）、 

㈱矢場とん（鈴木孝君）がご協力、ご支援をいただ

きました。また、個人で献金された方も多数おられ 

ました。今年は３期実施の予定で、全額補助 30名、

半額補助 30名を考えています。 

 資金的な支援だけでなく物心ともにサポートし

ていただき、できればキャンプ場を訪問してスタッ

フ、リーダーを励ましていただくこともお願いした 

いと思います。（詳しくは名古屋YMCAHPを） 

2017年度学童キャンプ： 

 名古屋YMCA日和田キャンプ場（各期 30名） 

 1期：7月 24日（月）～29日（土） 

 2期：7月 31日（月）～8月 5日（土） 

 3期：8月 21日（月）～26日（土） 

第 20 回西日本区大会 地震を乗り越え「未来に

つなぐワイズ魂」～わきあがる感動を熊本から～ 

2017年 6月 10日（土）・11日（日） 

熊本・菊池市文化会館・ホテル日航熊本 

 今年の西日本区大会は熊本にしクラブがメイン

のホストクラブ、九州部全クラブの熱い協力で開催

された。 
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 6月 10日（土）早朝 7時 50分の JALに乗るた 

め県営小牧空港へ。浅野会長が一番乗り、名古屋ク 

ラブの西村先生、八木、長谷川君、南山クラブの杉 

山会長、定刻通りに飛び立った。 

 熊本空港には「にし」クラブのメンが待っていて 

チャーターバスに案内してくれ、バスのなかにはす 

でに大勢の各地からのワイズメンが一杯、先日名古 

屋でDBCの交流会（大阪セントラル・東京八王子） 

でお会いした大阪セントラルの入江会長などの顔 

も。それぞれの再会に握手、握手。お元気そうでと 

の挨拶もお互いに歳をとった証拠。 

  

第 1日目の会場は菊池市文化会館、早速代議員会 

やメネットアワーなどが開催された。 

  

区大会は 12：45オープニングセレモニーに続き、 

理事旗の入場とバナーセレモニー、先頭は中部。 

  

阪和部の奈良クラブ前田会長もバナーを掲げ入場。 

  
岩本理事の開会宣言・挨拶、来賓の祝辞、メモリア

ルアワー、熊本水前寺クラブの国際認証状伝達など 

のプログラムが整然と行われ、（詳しくはホームペ

ージをご覧ください）奈良傳賞は近江八幡クラブの

堀江宏ワイズが受賞されました。 

 部長報告での川口恵中部部長の報告。 

 

  

バスで懇親会会場のホテル日航熊本へ移動。 

19：00 懇親会開始、あちこちのテーブルで旧知の

友との交流が賑やかに。鈴木孝幸君もいました。 

  

5 月の東海 50 周年例会のあと、二次会へいった川

本君（名古屋）がファンドを集め熊本地震支援へ。 

  

中部勢壇上に勢ぞろい部会と金沢・名古屋の 70 周

年記念例会の PR。（あと 2日目はホームページで） 

～世界中のみんなのために～国際協力街頭募金 

2017年 6月 18日（日）名鉄百貨店・栄ラシック 

  

浅野会長・浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  7月 25日  八木武志君 

メネット  7月 10日  太田恵子さん 

      7月 11日  大島冨美子さん 

      7月 12日  松本淳子さん 

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 

Kick－off  EMC－MC 

「MC－新会員増強と意識高揚：楽しく出会いのあ

る例会作りを通して会員候補を発掘し、メンバー相

互が例会・事業などで親睦を図り、このような仲間

を増やしたいという意識を高めましょう！」 

   西日本区EMC事業主任 

三科仁昭君（京都東陵クラブ） 

 

6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  

①7月第 1例会：7月 8日（土）15：00～19：00 

 「第 50回クラブ総会」（裸で語り合う会） 

 会場：名古屋YMCA・いごこ家（懇親会） 

    17：00～懇親会（会費 5,000円） 

 担当：浅野猛雄直前会長・長谷川和宏会長 

②今後の予定： 

 第 21回中部部会・金沢クラブ 70周年記念例会： 

 9月 18日（月・祝）金沢ニューグランドホテル 

③第 20回西日本区大会：6月 10・11日熊本 

 東海クラブの西日本区表彰：YMCAサービス・ユ

ース優秀クラブ賞、Yサ献金優秀クラブ賞、CS・

FF・TOF 献金達成賞、BF 献金 100％達成賞、

YES 献金達成賞、出席率 90％達成賞、青年会員

獲得賞を受賞しました。 

④名古屋地区ワイズ連絡会 

 今年度はクリスマス祝会は合同では開催しない

方向で提案する。 

⑤学童キャンプ 

 今年は 3期開催される（各期 30名） 

 参加費補助の枠は各期全額補助 10 名、半額補助

10名で既にキャンセル待ちの状況 

 1 期・2 期は学生ボランティアリーダーが試験期

で十分な数の確保が厳しい。 

 ワイズメンとしてはリーダーの代わりはできな

いが物心のサポートをできるだけしたい。 

◎例会・行事の出席者 6月出席率 17／17 100％ 

 6月 7日：名古屋Y市内中学生バスケットボール 

      大会役員会 長谷川・八木 

 6月 8日：第 1例会 

  浅野猛・浅野麻・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：池野・鈴木一 

  ゲスト：西田典央さん（山村君の同級生） 

 6月 10日・11日：第 20回西日本区大会 浅野猛・

鈴木孝・長谷川・八木 

 6 月 14 日：名古屋 Y 市内中学生バスケットボー

ル大会役員会 長谷川  

 6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 

 6 月 16 日：名古屋 Y 市内中学生バスケットボー

ル大会監督会議 長谷川・八木 

 6月 18日：国際協力街頭募金 浅野猛・浅野麻・

大島・柴田・橋爪・長谷川・八木  

 6月 19日：名古屋地区ワイズ連絡会 

浅野猛・橋爪・長谷川 

  

 ◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

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：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明 

 功労会員：野村秋博 

                                                 



    THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

   （○印で必要事項を記入の上、7 月 3 日(月)までにＦＡＸ又はメール等にて返信して下さい。） 

 

・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２・メールアドレス：asanoma@nagoyaymca.org 

連絡主事 浅野麻琴 様      氏名   

出欠連絡票 
 

企画行事 

 

日時・会場他 

メ ン の

出欠席 

ゲストの有無・

その他 

１．2017年７月 

第１例会 

（クラブ総会 

・裸の会） 

 

７月８日（土） 

・クラブ総会 

15:00～17:00 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

・裸の会 

17:00～19:00 

会場：いごこ家 

 会費：5000 円 

 

出席 

 

欠席 

 

出席 

 

欠席 

 

 
 

 

 

 

２．2017年７月 

第２例会 

 

７月 20(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

 

・予告  

 

９月 18日（月・祝） 

19：00～20：30 

会場：金沢ニューグランドＨ 

・中部部会・金沢クラブ 70

周年記念例会 

 

 

 

申し込み受付中

です 

・予告 

 

2018年 3月 4日（月） 

・名古屋クラブ 70 周年記念

例会、会場：アイリス愛知 

 

 

 

・予告 

8 月第 1例会 

（納涼例会） 

8 月 10(木) 

時間・会場は追ってお知らせ

いたします 

  

・予告 8 月には、他に市内中学生バ

スケットボール大会、日韓ユ

ースセミナー、国際大会(タ

イ)、学童キャンプなどが計

画されています 

  

 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

