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「第 51回裸で語り合う会」 

（名古屋東海ワイズメンズクラブ総会） 

   2018年 7月 7日（土）ゆ～とぴあ宝 

7月第１例会  

  

長谷川和宏君から池野輝昭君へバトン引き継ぎ 

 池野会長のスタートとなるクラブ総会（裸で語り

合う会）は東海クラブ心の故郷、根の上の「あかま

んま」で開催する予定であったが、梅雨前線の発達

で中津川市に大雨警報、土砂災害警報、さらには大

雨特別警報が発令され、やむなく中止、急遽会場を

山田英次君の奔走で「ゆ～とぴあ宝」に確保。2 日

間の予定を 1日に圧縮して開催することとした。 

 「あかまんま」の赤尾さんには大変ご迷惑をおか

けする結果となり誠に申し訳ありません。 

 さて、開会予定の 17時前には池野会長はゲスト 4

名を引き連れて到着、他のメンバーも集まり開会。 

 2017－18 年度

の事業活動報告、 

決算報告が長谷

川会長、橋爪特別

会計からあり（浅

野一般会計は前

日から手術のた

め入院中）、承認。 

 ゲストは 10 月に入

会を目指し、次月も出

席予定の神谷さん、中

江さん、真鍋さん、平

田さん。期待しましょ

う。 

※2018－19年度方針 

 長谷川会長から池野会長へ握手で引き継がれ、 

2018－19 年度の活動方針が池野会長から主題「喫

茶去」のもつ意味と活動の 3本柱①出席率 100％の 

完遂（会合には出席第一、社会には奉仕第一）②Ｅ 

ＭＣへの意識高揚（新たな弟子を求め、一人が一人 

を）③第 22 回中部

部会の成功（柴田中

部部長を強力にサ

ポート）を熱く語り、

クラブの体質改善

がクラブの活性化

にに繋がる。「変わ

らないためには変わらなければならない」と締めく

くった。 

一般会計と特別会計

の予算案が太田全哉

君、橋爪良和君から提

案され、承認。 

 太田君は会計とし

ての初仕事、本日の会

費の徴収と年間会費の請求書を各メンバーに手渡

した。 

 年間の活動計画の

それぞれのプログラ

ムの担当については

時間が足りないので

７月 12 日（木）の中

部部会準備会の際に

決めることとし、懇親

会（裸で語り合う会）にうつった。 

 湯～とぴあだから裸でというわけではなく心の 

裃を取り払い語り合いましょうというひと時であ

る。ここでは「喫茶去」 

？「喫酒去」！！ 

まずは一献、 

 入会候補のゲスト 

もすっかり打ち解け

てさしつさされつ皆 

と親しく語り合いの 

時間となった。名張まで帰る鈴木君が一足先に、湯 

～とぴあの金山までの最終バスで帰る人もいるの

で 21時に恒例の「いっちょうじめ」で解散。  

残った 9人は何時までお風呂？呑んで夜明かし？ 
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2018～19年度第 1例会(会場と担当) 

8月  9日（木）納涼例会 会場：マイアミ（三越） 

        担当：服部敏久君 

9月 13日（木）卓話 ラ・スースANN 

        担当：長谷川和宏君 

10月 11日（木）卓話 ラ・スースANN 

         担当：鈴木孝幸君 

11月  8日（木）卓話 ラ・スースANN 

         担当：大島孝三郎君 

12月  9日（日）クリスマス祝会 会場：ラ・スー 

 ス？担当：山村喜久君・浅野猛雄君・鈴木一弘君 

1月 10日（木）卓話 ラ・スースANN 

        担当：柴田洋治郎君 

2月 14日（木）TOF・オークション YMCA 

       担当：遠藤彰一君・太田全哉君 

3月 14日（木）卓話 ラ・スースANN 

               担当：山田英次君 

4月 11日（木）卓話 ラ・スースANN 

        担当：橋爪良和君 

5月  9日（木）卓話 ラ・スースANN 

        担当：鷲尾文夫君 

6月 13日（木）卓話 ラ・スースANN 

        担当：松本 勝君 

第 22回中部部会の前に 

第 2回評議会の開催決まる。 

 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。プログラムの始まる前、12時から第 2回の 

評議会を開催したいと柴田中部部長から。 

 前回の評議会で暫定の予算案を了承されている 

が正式の予算を評議会で審議してもらう必要があ 

るので短時間であるが開催したいとのことで会議 

室を確保する。 

 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」 

第 62回名古屋 YMCA市内中学生 

バスケットボール大会 200校の参加 

 名古屋 YMCA と名古屋ロータリークラブが主催

するこの大会は男子の部が 62回を迎える。 

 民間団体の YMCA が主催するこの大会が続けら

れたのはバスケットボールがアメリカの YMCA 体

育学校のネイスミスにより考案されたスポーツで

あることもあるが、当時の名古屋 YMCA のスタッ

フと名古屋市の教員の方々の努力と熱意の賜物で

ある。今も名古屋市教員バスケットボール指導者協

会の先生方の寝食を忘れた熱いご協力によって大

会は運営されている。 

 今年も 8月 2日（木）守山スポーツセンターでの

開会式と男子の部 1回戦で大会の火蓋が切られる。 

男子の部は 8 月 2 日（木）守山 SC、4 日（土）中

SC、東 SC、7日（火）北 SC、千種 SC、守山 SC、

露橋 SC、12日（日）枇杷島 SC、女子の部は 8月 3

日（金）市体育館、中村 SC、名東 SC、緑 SC、6

日（月）北 SC、千種 SC、守山 SC、露橋 SC、11

日（土・祝）千種 SCで行われ、男女の準決勝戦・

決勝戦と表彰式は 8 月 13 日（月）守山スポーツセ

ンターで開催される。 

 大会プログラムに今年も東海クラブの鈴木孝幸

さん（矢場とん）、服部敏久さん（広企プロモーシ

ョン）、山田英次さん（ヤマセイ）が協賛広告のご

協力を頂き感謝します。 

   

 皆さんもぜひ母校の応援に観戦を期待していま

す。また、13日の決勝・表彰式には沢山の観戦応援

をお願いします。表彰式でのメダルの授与にご協力

をして頂きます。 

 大会実行委員長は長谷川和宏君、実行委員に八木

武志君が参画しています。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   太田全哉君 

         野村秋博君 

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 

Youth Activities 

「ユースの活動に注目し、理解を深め、積極的支援

をおこないましょう。そこからユースとワイズメン

ズクラブの『つながる』が始まります」 

   西日本区YMCAサービス・ユース事業主任 

人見晃弘君（大阪泉北クラブ） 

 

7月第 2例会報告 19日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 13名 ゲスト 1 

①8月第１例会・納涼例会：8月 9日（木） 

 会場：三越の屋上マイアミ 

 会費：4,000円（メンバー2,000円） 

 18：45栄地下街クリスタル広場に集合 

②今後の予定 

 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 

  参加予定：大島・柴田・橋爪・長谷川・八木 

 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） 

  各会場に掲示する横断幕の YMCA ロゴマーク

を新しいものに変更する。特別会計から 2万円

支出する。 

 第 73回国際大会：8月 9～12日（韓国） 

  鈴木孝幸君・山村喜久君 参加予定 

 8 月第 2 例会の開催日を 8 月 23 日（木）に変更

する。16日がYMCA休館日のため。 

③木村眞知子さんの入会式は 9月第 1例会で実施。 

 8月例会が納涼例会のため。 

 入会日は 9月 13日 

④中部部会準備：部会の全体像（プラン）のうち音

楽プログラムは断念する・広報：名古屋地区クラ

ブ訪問（各クラブの予定を確認のうえ実施） 

 アイリス愛知との打ち合わせ事項（食事代・看板

作成・設備使用料等） 

 鈴木孝幸君から当日東海メンバー着用のドラゴ

ンズユニフォーム 20着を寄贈 

⑤クラブ総会資料の 2017－18 年度決算書と 2018

－19年度予算書を修正（別紙） 

⑥2018－19年度例会の担当の確認（別紙） 

  

◎例会・行事の出席者 

 7月出席率 15／17 88.2％ 

 7月 7日：第 1例会（クラブ総会）池野・大島・

太田・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松本・八

木・山田・鷲尾  

メークアップ：浅野猛・浅野麻・鈴木孝・山村 

ゲスト：神谷正博さん・中江正典さん・真鍋孔

透さん・平田真博さん 

 7 月 12 日：中部部会準備会：浅野麻・池野・大

島・太田・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松本・

八木・山田・山村・鷲尾 

 7月 19日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・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 

 ゲスト：木村眞知子さん 

◆2018～2019年度クラブ役員 

会 長：池野輝昭 副会長：鷲尾文夫 書記：長谷

川和宏 直前会長：長谷川和宏 一般会計：太田全

哉 特別会計：橋爪良和  会計監査： 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：長谷川和宏 

YMCAサービス・ユース・地域奉仕・環境：（チャ

リティーラン）柴田洋治郎・太田全哉 （バスケッ

トボール大会）長谷川和宏・八木武志 （クリスマ

スカード）八木武志・大島孝三郎 （春のウォーキ

ング）長谷川和宏・大島孝三郎 （国際協力募金）

鈴木孝幸・服部敏久 （南山バザー）松本勝・山田

英次 ＥＭＣ：クラブ全員  国際・交流：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 

中部部長：柴田洋治郎 中部書記：八木武志  

中部会計：浅野猛雄 中部事務局長：橋爪良和 

中部連絡主事：浅野麻琴 

西日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部YMCAサービス・ユース事業主査：鈴木一弘 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



  

連絡主事 浅野麻琴 様        氏名        

出欠連絡票―名古屋東海クラブ２０１８― 

 出席・ 

欠席 

ゲストの有 (  )

無・その他 

１．８月第１例会 

納涼例会 

８月９日（木） 

19:00～21:00 懇親会 

三越屋上マイアミ 

担当:服部・太田・山村 

参加費:メンバー2000円 

ゲスト４000円 

 

出席 

 

 

欠席 

 

 

 

 

当日午後 18 時 45 分

に栄・クリスタル広

場に集合。そろって

三越屋上マイアミ

へ向かいます 

２．８月第２例会 

 

8 月 23日（木）   

19：00-～20：30 

名古屋 YMCA  

出席 

 

欠席 

 

 
第 4 週に変更 

９月第 1 例会 

９月１３日（木）  

19:45～20:45 

ラ・スース・ANN 

卓話 

  

学童キャンプ 3 期 
8 月 20日（月）～24日(金) 

御岳・日和田キャンプ場 
  

 

金沢犀川クラブ 

25 周年記念例会 

8 月 11日（土・祝） 

13：00-～17：00 

ホテル金沢 

出席 

 

欠席 

 

第６２回名古屋ＹＭ 

ＣＡ市内中学生バス 

ケットボール大会 

８月２日（木）～１3日（月） 

名古屋市内スポーツセンタ

ー（名古屋ＹＭＣＡホームペ

ージ参照） 

出席 

 

欠席 

決勝戦・表彰式は 13

日(月)守山スポー

ツセンター(ゆとり

ーとガイドウェー

小幡緑地駅隣接) 

8 月３日（木）夕方までに、出欠返事をお願いします。 

・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 

・メールアドレス：m-asano@nagoyaymca.org 

 


