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「納涼例会」 

 2018年 8月 9日（木）マイアミ（三越） 

8月第１例会  

  

 8月例会は納涼例会。一昨年も会場とした三越屋 

上の「マイアミ」を服部君の尽力で予約。一昨年は 

ステージ前の席で話もできない大音響でしたので 

今年は一番奥の風のよく通る席を確保。服部さんご 

苦労様でした。栄地下街の元クリスタル広場（ドコ 

モのショウルーム前）に 6時 45分に集合、そろっ 

て会場へ、なにはともあれビールをまず一杯。 

 今日は中部部会のPRで柴田君、鷲尾君は南山ク 

ラブの例会で東京第一ホテル地下の居酒屋「ざぶ 

ん」へ、鈴木一弘君・長谷川君は四日市クラブの 

例会へ、鈴木孝幸君と山村君は国際大会に参加で韓 

国麗水へとメンバーは少なくなったが、先月出席の 

ゲスト真鍋さん、神谷さん、中江さん、平田さんと 

新たに尾関渚さんの 5名が参加。 

  

 浅野モージュー君は病み上がりでも相変わらず

のペースで、遠藤君はマイペースで呑み、食べ、眠

くなったと一足お先に、皆大いに呑みかつ食べ、盛

りあがりました。9時前に中締めで一応のお開き、 

※国際大会に参加の鈴木孝幸君から書記の長谷川 

君へメールが届きました。              

8月 8日から 11日迄ワイズ国際大会に参加。 

名古屋地区からは山村君と二人だけの参加でした。 

韓国ヨスに向けて中部空港から一路釜山に行き、バ

スで 3時間程西へ、ヨス（麗水）は 2012年のエキ

スポが開催されたリゾート地で、ホテルも完全なリ

ゾート型で先月オープンしたばかりの素晴らしい

ホテルでした。西日本区から 20数名の参加があり、

皆さすがワイズメン、あっという間に初対面の山村

君は仲間にひきこまれました。 

 大会は会場が屋外でしたので猛暑にやられまし

た。でも、細部にわたりホストクラブの進行と心配

りには感心しました。 

 詳細は初参加の山村君が例会で報告してくれる

と信じています。是非、海外の国際大会に参加して

世界に友達の輪を広げましょう。 

 次回は来年アジア太平洋地域大会が仙台で、再来

年はデンマークで国際大会が開催されます。 

 トラベルコーディネーターの谷川さんに感謝。 

               鈴木孝幸 

金沢犀川クラブ 25周年記念例会 

  2018年 8月 11日（土・祝）ホテル金沢 

 犀川クラブの 25周年おめでとうございます。 

 特急「しらさぎ」の指定がとれず、自由席に並ん

で無事座って行けました。 

北陸グレースマス

クワイヤのゴスペ

ル 

島田茂氏（前同盟想

種々）の講演「ポジテ

ィブネットのある豊

かな社会を創る！～

新しい YMCA ビジョンからの提案～」そして何と

いってもビッグ

ニュースは「富山

クラブ」の設立総

会を来年5月を目

標に準備が進め

られていること

です。 

清水淳君と島田氏からの報告。 
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第 22回中部部会の前に 

各クラブを訪問し PR 

 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。中部各クラブのワイズメンにできるだけ参加 

してほしいので手分けしてクラブ訪問をして参加 

の要請をすることにした。 

 8月 7日（火）名古屋グランパスクラブ例会、あ 

さくま栄店、柴田君・大島君。 

 8月 9日（木）四日市クラブ例会、鈴木一君・長 

谷川君。 

 8月 9日（木）名古屋南山クラブ例会、居酒屋「ざ 

ぶん」、栄東京第一ホテル、柴田君・鷲尾君。 

 8月 11日（土）津クラブ例会、鈴木一君。 

 8月 11日（土）金沢犀川クラブ 25周年記念例会 

に参加し、金沢クラブや西日本区の参加者に PR。 

柴田君・大島君・橋爪君・長谷川君・八木君。 

 8月 21日（火）名古屋クラブ第 2例会、、浅野猛 

君・柴田君。 

 その他、各部会に柴田君が参加し PR。 

 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回を迎えた。 

 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

フ木本精之助氏（名古屋クラブ）と名古屋市の教員

の方々の努力と熱意の賜物である。当時の中学校に

は室内体育館のある学校は少なく、中学生に室内で

のゲームを経験させたいとの先生方の思いが今も

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た。 

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

ンターで開催された。 

 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。 

 

 大会のレポートはワイズ中部のホームページに

掲載していますので是非ご覧ください。 

 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

ました。 

 大島孝三郎君

は 8 月 2 日、12

日、13 日と観戦、

中学生の熱いプ

レーに感激して

いました。 

 橋爪良和君、加

藤明宏君（元名古

屋 Y 総主事）、川

本龍資君（名古屋

Y理事長・名古屋クラブ）相馬静香さん（名古屋ク

ラブ）、木本さんは13日の決勝戦、表彰式に来られ、

メダルの授与のお手伝いをしていただきました。 

 

今年の夏は酷暑といわれる暑い夏でしたが中学生

の暑さに負けない熱いプレーを来年はもっと多く

の方に見て頂きたいと思います。
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   鷲尾文夫君 

         浅野麻琴君 

         長谷川和宏君 

         橋爪良和君 

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 

Menettes 

「メネット例会を開催しましょう。国際、国内プロ

ジェクトの理解を勧めるとともに、たくさんのメネ

ット、ワイズファミリーが集いますよう、皆様に呼

びかけましょう。」 

   西日本区理事・メネット事業主任 

遠藤通寛君（大阪泉北クラブ） 

8月第 2例会報告 23日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 9名 

①9月第１例会：9月 13日（木） 

 会場：ラ・スースANN  担当：長谷川君 

 卓話：「あなたの街の民生委員をご存じですか？

－民生委員って何をする人？―」 

 講師：水野一宏氏（名古屋市守山区民生委員） 

 木村眞知子さんの入会式 

 司式：池野輝昭会長 スポンサー：長谷川和宏君 

②今後の予定 

 中部部会準備会：9月 4日（火）YMCA 

 9月第 2例会：9月 20日（木）YMCA 

名古屋YMCA大会：9月 29日（土） 

 秋の根の上まつり：10月 8日（月・祝） 

 10月第 1例会：10月 11日（木）担当 鈴木孝君 

③西日本区定款変更の件 

 遠藤理事に賛成の返答をした。 

④中部部会準備会：９月４日（火）19：00～ 

 プログラム・進行時間の決定、予算案 

⑤西日本 7月豪雨被災地支援 

 西日本区よりの連絡について：9月第 1例会のニ

コボックスを切りの良い数字で特別会計より献

金する。 

⑥じゃがいもファンド：名古屋地区連絡会での結論

によるが、当クラブとしては継続を確認。 

 昨年同様の 10㎏（男爵・農林・混合。かぼちゃ） 

◎例会・行事の出席者 

 8月出席率 17／17 100％ 

 8月 3日：中部部会準備会：浅野猛・池野・大島・

柴田・長谷川・松本・八木・山田・山村・鷲尾 

  ゲスト：木村 

 8月 7日：グランパス例会：大島・柴田 

 8月 9日：第 1例会（納涼例会）浅野猛・池野・

遠藤・大島・太田・橋爪・服部・松本・八木・

山田  

メークアップ：浅野麻・柴田・鈴木一・鈴木孝・

長谷川・山村・鷲尾 

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・尾関渚さん 

 8月 9日：南山クラブ例会：柴田・鷲尾 

 8月 9日：四日市クラブ例会：鈴木一・長谷川 

 8月 9日ー12日：国際大会：鈴木孝・山村 

8月 11日：金沢犀川クラブ 25周年記念例会：大

島・柴田・橋爪・長谷川・八木 

8 月 21 日：名古屋クラブ第 2 例会 浅野猛・柴

田 

 8 月 23 日：第 2 例会  浅野猛・池野・大島・

柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

中学生バスケットボール大会は別掲 

◆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

                                                 



 ・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             

名古屋東海ワイズメンズクラブ出欠連絡票 
 出欠席 ゲストの有無・そ

の他 

1.中部部会準備会 

９月４日（火） 

19：00～20：30 

名古屋 YMCA 5Ｆ 

出席 

 

欠席 

 

２．９月第１例会 

 

９月１３日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

ＴＥＬ052-950-0280 

担当:長谷川和宏 

入会式・卓話・交流 

入会者:木村眞智子さん 

卓話者:水野一宏氏 

「あなたの街の民生委員を

ご存知ですか？」 

 

出席 

 

欠席 

 

 

３．９月第 2 例会 

 

９月２０日（木）   

19：00～20：30 

名古屋 YMCA 5Ｆ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

４．名古屋ＹＭＣＡ大会 

９月２９日（土） 

10：30～14：00 

ローズコートホテル（上前津） 

出席 

 

欠席 

詳細後報 

 

５．国際協力街頭募金 

９月３０日（日） 

市内：栄・名駅など 

出席 

 

欠席 

詳細後報 

予告：第 22 回中部部会 

１０月６日（土） 

12:30～16:30 

アイリス愛知 

 詳細別紙 

予告：10 月第 1 例会 

１０月１１日（木）  

19:45～20:45 

担当:鈴木孝幸 

ラ・スース・ANN 2Ｆ 

 

 

 

詳細後報 

ワイズポテト注文票 

（１箱 10ｋｇ入り） 

種類 

・ジャガイモ（農林 31号） 

・ジャガイモ（男爵）    

・カボチャ  

・３種詰め合せ 

単価 

２２００円 

２２５０円 

２９００円 

２９００円 

注文箱数 

    箱 

    箱 

    箱 

    箱 

20180901 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

