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「マジックショウ」 

伊 賀 奈  功 氏 （ Magic Bar 

Momentos代表） 

3月第１例会  

3月 8日（木）18：45～20：30 ラ・スースANN         

  

 今月は伊賀奈氏

のあっと驚くマジ

ックを堪能しまし

た。絶対にありえな

い事が目の前で行

われて全員目が点

になりました。 

私がもっとも尊敬するテーブルマジックの日本

を代表するマジシャンですが、伊賀奈氏はマギー審

司と毎月東北大震災のためにチャリティーをして

います。今回のクラブからの寸志もそちらにまわす

とのことでした。 

まだまだ全国にはボランティアをしている人が

沢山います。皆さんもワイズに誘って仲間を増やし

ましょう。        （鈴木孝幸・記） 

 

服部君がカードに

サイン、そのカード 

はどこへいった？あら、伊賀奈さんのポケットの中。 

曲がるのは？ 

スプーン？ 

矢場とんさん

も腕前をちょっと披

露。 

 

名古屋ワイズメンズクラブ 70周年  

 東海クラブの親（スポンサー）クラブである名古

屋クラブが 2017年 8月 27日に創立 70周年を迎え 

その記念例会が 2018年 3月 4日（日）アイリス愛

知（丸の内）で開催された。 

 

 西村清牧師による開会礼拝のあと、谷川修会長の

開会点鐘により 135 名の来会者を迎えた記念例会

が始まった。 

 大野勉西日本区理事、遠藤通寛次期理事など西日

本区役員、IBCのソウル聖岩クラブ、DBCの熱海 

グローリークラブ、和歌山紀の川クラブ、名古屋ク 

ラブのスポンサークラブの大阪クラブから、そのほ

か中部以外の東西日本区の各クラブからも大勢の

ワイズメンが総勢 135名。流石名古屋クラブ・・・ 

 

 

奈良クラブの中井さん、京都キャピタルの岡本さん、 

金沢クラブ山内中部部長、澁谷さん、伊藤さん、犀

川クラブの北さんなど東海クラブと親しい面々も。 
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名古屋 YMCA春のウォーキング 2018 

３月 24日（土）堀川７橋巡り名古屋城まで 

～みつかる。つながる。よくなっていく。～ 

～大震災・災害復興支援プログラム～ 

 YMCA「春のウォーキング 2018」は好天に恵ま 

れ、「3 . 11東日本大震災を忘れない」を心に留め、 

開かれました。今年は尾張・名古屋の発展の歴史に 

欠かせない堀川運河とこれに架かる堀川7橋を巡る 

コースとしました。 

 初めてYMCAの行事に参加した人、長年の会員 

まで 30名弱、スタートは佐屋街道につながる尾頭 

橋、鎌倉古道につながる古渡橋、往時の花の名所、 

日置橋。名古屋の中心街広小路に架かる納屋橋、美 

濃路・飯田街道の分岐、伝馬橋。次いで中橋、最終 

ゴールの五条橋まで名所旧跡や運河の変遷をたど 

りながらの 2時間半を十分に楽しみました。 

 参加者からは「改めて城下町名古屋の魅力を知り 

ました。」の声と共に、寄せられた参加費（約 3万 

円）は 4月に行う「東北支援ツアー」（グランパス 

クラブ主催）のチームに託して被災地に届けます。 

 

 

東日本大震災犠牲者追悼式あいち・なごや 

 2018年 3月 11日（日）13：30～ 矢場公園 

午後 2 時 46 分東北に向

かい黙祷を捧げた。 

実行委員の中村総主事、 

谷川修キリスト教社会

館常務理事（名古屋クラ

ブ）、吉田一誠君（グラ 

パスクラブ）を始めワイズメンも多数参列した。 

東海クラブは大島君、長谷川君、八木が参列。 

第 22回中部部会は 

東海クラブがホストクラブです。 

 2018－19年度の第 22回中部部会は 10月 6日 

（土）名古屋東海クラブがホストクラブで開催され 

ます。柴田洋治郎次期部長、池野輝昭次期会長、長 

谷川和宏実行委員長を中心に準備が進められてい 

ます。東海クラブメンバーそれぞれが叡智を出し合 

い、それぞれのできることで協力し、中部各クラブ 

のワイズメンを温かく迎えたいと思います。 

 東海メンバー全員がそれぞれ実行委員会の中で 

役割を分担していただきます。柴田次期部長の主題 

に合わせ、部会を大いに盛り上げしましょう。 

 ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部 

第 22 回中部部会：2018 年 10 月 6 日 

   会場：アイリス愛知（中区丸の内） 

第 22回中部部会実行委員会 委員長：長谷川和宏 

2018－19年度中部部長        柴田洋治郎 

2018-19年度名古屋東海クラブ会長  池野輝昭 

 

2018－19年度 中部部長主題 

          「ワイズ総活躍中部」 

 

※卒業リーダー感謝会：３月 21日（水・祝） 

 YMCA ボランティアリーダーとして活動をして

きた 4人の大学生が卒YMCA（といってもYMCA 

での活動する場はまだ沢山ある。ひとまずリーダー 

からは卒業）し、社会人としての門出を祝い、これ 

までの奉仕に感謝する集いが南山 YMCA で開催さ

れた。日本キリスト教団南山教会の村山盛芳牧師が 

「幼子のように」と感謝と激励の奨励のあと川本龍 

資名古屋 YMCA 理事長から感謝の楯が贈られ、在

籍リーダーからは感謝の言葉がそれぞれのリーダ

ーに、そして卒業するリーダーからはYMCAでの 

活動が自分たちの成長の大きな糧となったことへ

の感謝と今後への抱負が語られた。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メネット 柴田純子さん 鈴木節子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

   太田全哉君・恵子さんご夫妻 

 

今月の西日本区強調月間 

YMCAサービス・ASF 

「YMCAと共に互いの立場と責務を理解し、“明日

のリーダーを今日育てる”若者（ユース）のための

ワイズであろう。」  

   西日本YMCAサービス・ユース事業主任 

山川新一君（京都めいぷるクラブ） 

 

3月第 2例会報告 22日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 12名  

①4月第 1例会：4月 12日（木）ラ・スースANN 

 卓話「和風から『The Next Wa-fu』の発信」 

 講師：渡辺敬文氏（㈱ワーロン代表取締役） 

担当：橋爪良和君 

 

②今後の予定： 

 チャリティーウォーク：3月開催、3ページ参照 

 イースター早天礼拝：4月 1日（日）7：00～ 

  8：00 名古屋中央教会（栄） 

 春の根の上まつり：4月 30日（月・振替休日） 

 5月第 1例会：5月 10日（木）ラ・スースANN 

 中部EMCシンポジュウム・評議会（今期・次期）： 

  5月 19日（土）YMCA 

 第 21回西日本区大会：6月 9・10日：神戸 

 国際協力街頭募金：6月の予定 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

 第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会：8月 2日（木）～13日（月） 

③次期中部部会（10月 6日）について 

 会場の候補としてアイリス愛知に決定し、更に交

渉を進める。（長谷川・池野・柴田・鷲尾） 

 プログラムによるが開催時間を 12：30～16：30

の間に設定する。登録費は 10,000円とする。 

◎例会・行事の出席者 

 3月出席率 17／17 100％ 

 2月 28日：ピンクシャツデー 大島・柴田 

 3月 4日：名古屋クラブ 70周年記念例会 

  池野・大島・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松

本・八木・鷲尾 メネット 野村・松本 

 3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 

 3月 10・11日：西日本区次期会長・主査研修会 

  池野・柴田・鈴木一 

 3月 11日：東日本大震災犠牲者追悼式あいち 

  大島・長谷川・八木 

 3月 21日：名古屋YMCA2017年度リーダー感謝

会：浅野麻・大島・柴田・長谷川・八木 

2 月 22 日：第 2 例会  浅野猛・池野・大島・

柴田・鈴木一・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・

八木・山田・鷲尾 

2月 24日：チャリティーウォーク 池野・大島・

柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

 メネット柴田・鷲尾 ゲスト丸山さん・石井さ

ん・栄さん夫妻・島田さん・桜庭さん・木村さ

ん・伊藤さん・元プラザ高田さん・藤本スタッ

フ 名古屋クラブ谷川・義井 南山クラブ荒川 

 グランパスクラブ服部・早川・服部メネット 

3月 29日：名古屋YMCA日本語学校開校式 

 大島・柴田・橋爪・鷲尾 

◆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

                                                 


