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名古屋東海ワイズメンズクラブ 
 

 

 

会長主題 「例会は出席第一」    
国 際 会 長 主 題  「より良い明日のために今日を築く」 Jennifer  Jones(オーストラリア) 

アジア太平洋地域会長主題  「アクション！」                     田中 博之    （東京多摩みなみ） 

西日本区理事主題  「風となれ、ひかりとなれ」          戸所 岩雄      (彦根シャトー) 

中 部 部 長 主 題  「輪を拡げ 明るく楽しく 元気よく ＹＭＣＡとともに」 

小林 滋記       (名古屋南山) 

名古屋東海クラブ標語  『限りなき熱情を奉仕に』  

 

--------------------今 月 の 聖 句-------------------- 

わたしにつながっていなさい。わたしもあなたがたにつながっている。ぶどうの枝が、木につながっていな

ければ、自分では実を結ぶことができないように、あなたがたも、わたしにつながっていなければ、実を結

ぶことができない。わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わた

しもその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできない

からである。                               （ヨハネによる福音書 15 章 4 節～5 節）                           

              --------------------------------------------------------------- 

強調月間 Public Relations・ Wellness 

１１月例会等ご案内 

◎１１月第１例会 

日程：11月 14日（木）18：45～ 

会場：ラスースＡＮＮ ２Ｆ 

担当：長谷川和宏君 

開会宣言・点鐘：山村喜久会長 

ワイズソング   

５つの信条：神谷正博君 

食前感謝：八木 武志君 

－会   食－ 

卓話：『遺言のすすめ』 

講師：那須國宏氏  弁護士 

諸連絡 

  閉会宣言・点鐘：山村喜久会長 

◎１１月第２例会 

日程：11月 21日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎ＤＢＣ交流会 
日程：11月 9日（土）16:30集合～ 

10日（日）昼食後解散 

  会場：遊景の宿『平城』（奈良市） 

  会費：15,000円 

◎１２月第１例会（クリスマス祝会） 

  日時：12月 8日 (日) 17:00～ 

  場所：ラスースＡＮＮ 

  会費：8,000円 

◎忘年会（１２月第２例会後） 

  日時：12月 19日 (木) 19:15～ 

  場所：くいもの屋わん池下店 

会費：5,000円（予定） 

 

東海ワイズ五つの信条 

一．自分を愛するように隣人を愛そう 

二．青少年のためにＹＭＣＡにつくそう   

三．世界的視野を持って国際親善を果たそう 

四．例会には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

五．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

【出席率】 10 月末－在籍者 23 名 

（内功労会員 1 名・広義会員 2 名） 

出席率算定会員 20 名 

出席者 20 名(内メイクアップ 3 名) 

出席率 100％         

 

クラブ事務所 〒464-0848 名古屋市千種区春岡 1 丁目 2-7 電話 052-757-3331 FAX 052-757-3332 

【特別ファンド】 

10 月ファンド 11,743 円 合計 1,009,277 円 

(9 月合計は正しくは 997,534円でした。 

お詫びして訂正致します) 

) 
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「健康に歩き続けるために」 

～足と靴の知識～ 

清水昌一氏（足と靴の研究所 所長） 

10 月第１例会 10 月 10 日（木）ラ・スースANN 

 今月の講

師は旭丘高

校、慶応大学

法学部卒業

後、父上の経

営する靴の

卸会社に入

社。市場調査

のため、イタ 

リア、ドイツなどに１ヶ月間滞在した。帰国後、フ 

ァッションの靴の扱いから、靴と健康の関係の重要 

性の知識の普及と技術の提供に事業の重点を移す 

ことにした。 

ドイツでは健康と靴の結びつきは深く理解され 

ており、日本の靴の文化とは大きく隔たっていた。 

その様な時、ドイツの若い成形外科靴マイスター 

のショット氏と出会った。彼の深い知識と強い熱 

意に心を打たれ、ドイツの靴文化と技術の導入の 

師と仰ぎ、事業にも参加してもらうことになった。 

講師は卓話のはじめに、珍しいものを回覧するよ 

うに提示した。食べ物を口に運ぶスプーンが靴の中 

に入っているデザインの陶器の置物である。 

   
健康の重大要素である食事と靴が同等の関心を 

持たれるべきだと主張しているのであろうか。 

次に、幼児用の革靴で、踵の部分が固く紐を結ん 

だものを回覧した。幼い時から紐が自分で結べるよ

うに躾けられるという。もう一つは靴の足底板（イ 

 

ンソール）を提示された。トラブルのある足をサポ

ートするための補正材である。目の悪い人が検眼を 

受け、眼鏡で視力を取り戻すごときのものである。 

 当研究所ではクライアントの足を検足（足の特徴 

を調べること）し、歩き方と姿勢を観察し、より良 

い状態になるようアドバイスし、足底板を制作して 

いる。外反母趾、膝の痛み、つまずき転倒防止、ウ 

オノメ、マメの改善などに貢献している。 

 究極のものとして、ショット氏とのコラボレーシ 

ョンによるセラピーシューズを勧めている。 

 なお、所長は靴を履き捨てにせず、できる限り 

修理、補正を重ねて廃棄物を減らし、環境保全にも 

貢献できるよう高い志をもって事業を展開してお 

られる。     （大島孝三郎・記） 

   ＊   ＊   ＊   ＊    ＊ 

2019年（第 6回）名古屋ＹＭＣＡ大会 

         ＹＹＹフォーラム（講演会） 

 2019 年 9 月 28 日（土）13：00～16：00 に千種 

のルブラ王山で開催されました。かつては会員総会 

として開催されてきたもので、公益財団法人となっ 

てＹＭＣＡ大会として開催されています。 

 開会礼拝で日本基督教団南山教会の村山盛芳牧 

師の奨励「わたしがあなたがたを愛したように、 

互いに愛し合いなさい」（ヨハネによる福音書 15 

章 12 節）があり、永年に亘りＹＭＣA の会員とし 

て活動を支えていただいた方々への感謝（表彰） 

があった。東海クラブの関係では、20 年継続の浅 

野美也子メネット、橋爪圭子メネットが表彰され 

ました。元東海クラブのメンバーの山本徹さんが 

50 年継続会員（途中抜けた時期がありもっと長い）、 

笠井康助さんが 70 年継続会員として表彰されまし 

た。笠井さんはＹＭＣA 主事を退職後、現在は川越 

にお住まいです。 

 また、特別表彰として尾碕信さんが表彰されまし 

た。尾碕さんは 1933 年、名古屋ＹＭＣＡが瓦町に 

会館があった時代に入会され、86 年に亘り、活動を 

支えていただき、特に少年事業の委員長としてキャ 

ンプや少年グループ活動の充実にご尽力され、今も 

続いている名古屋市内中学生バスケットボール大 

会を始めた時に多大な働きをされました。100 歳を 

越えられてもとてもお元気で、想い出を語られてい 

ました。 

 2018 年度日本ＹＭＣＡのボランティアリーダー 

として名古屋Ｙリーダー14 名が認証されました。 
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（永年継続会員表彰の皆さん） 

 

  （山本徹さん）    （尾碕信さん） 

 引き続きＹＹＹフォーラム（ワイズメン・Ｙリー

ダー・Ｙスタッフの交流）として講演『犬と共に元

気になる』を実際に介助犬の実演と共に聞いた。 

 講師は（社福）日本介助犬協会介助犬総合訓練セ

ンターシンシアの丘センターの所長の水上言氏。 

お話のあと実際に介助犬がどんな働きをするのか

見せていただいたが介助犬の賢さに驚かされた。 

 

 

   

秋の根の上まつり 

 年に 2 回（春―昭和の日・秋―体育の日）開催 

する根の上キャンプ場での「根の上まつり」は 10 

月 14 日（体育の日）、小雨が降ったりやんだりの 

生憎の天気の中行われました。19 号台風の被害が 

各地で報じられているなか、幸いにも台風の左側 

になったのでキャンプ場は風雨がひどくなかった 

ので倒木もなく 25 名の参加者（東海から 7 名）で 

他クラブのワイズメンやYMCA少年部のOBOGの 

懐かしい仲間と楽しい時を持ちました。 

 

 気にならない程の小雨でしたが、外でのバーベキ

ューは諦め、室内で食事をしました。このロッジは 

築 65 年のかなりのものですが山村喜久君の尽力で 

床などの修理がされて快適です。山村君は事前に草

刈りや通路の整備をして皆が楽しく過ごせるよう

に準備をしてくれました。 

 
 なお、鈴木孝幸君（矢場とん）から肉を 5 ㎏差し

入れていただき、皆思う存分豚汁、焼肉を満喫し 

ました。感謝！感謝！  （八木武志・記） 

   ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

 10 月 6 日（日）13 時から栄ラシック前と名駅 

ナナちゃん人形まえで国際協力街頭募金を行いま

した。 

 レポートが中部ホームページに掲載されていま

す。ぜひご覧ください。 
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・誕生日おめでとうございます！ 

  遠藤彰一ワイズ 11 月 18 日 

  服部敏久ワイズ 11 月 21 日 

・11月はＰ.Ｒ・wellness強調月間 

「地域の人やマスメディアを巻き込んで社会的認

知度を高めましょう！」 

  西日本区国際・交流事業主任 

前田香代子ワイズ（熊本ジェーンズクラブ） 

10月第 2例会報告   

日時：10月17日（木）19:00～  10月出席率100％ 

を確認。下記事項の報告・協議を行いました。 

① 10 月第１例会：10/10（木）出席者 17 名 

 会場：ラ・スースANN 担当：大島孝三郎ワイズ 

 講師：清水昌一氏（足と靴の科学研究所代表） 

② 結果報告（10 月分） 

・10 月第 2 例会：10/17 ＹＭＣＡ 

・国際協力募金：10/6 栄 

・秋の根の上まつり：10/14 根の上高原 

・台風 19 号災害地支援募金 10 月 20 日 金山 

・ＹＭＣＡ南山バザー：10/2７南山ＹＭＣＡ  

③ 今後の行事予定（11 月～12 月分）協議その他 

・11 月第 1 例会：11/14（木）卓話例会 

卓話：那須國宏氏 弁護士―遺言のすすめ― 

・11 月第 2 例会：11/21（木）ＹＭＣＡ 

・DBC 交流会：11/9―11/10 奈良平城宮跡他 

（奈良・御殿場・東海 3 クラブ交流会） 

  ・第 26 回チャリティーラン：11/2 名城公園  

・チャリティーゴルフ：11/28・三重県    

  ・クリスマス例会：12/8、ラ・スース ANN 

・第 43 回クリスマスカードコンテスト 

審査 11/23・表彰 12/14・展示 12/10～12/16 

・第 17 回クリスマスキャロル 12/21・名駅前 

・12 月第 2 例会・第 3 例会(忘年会)12/19(木) 

18:45～池下ＹＭＣＡ及びくいもの屋 わん 

名古屋東海リレー投稿 ―４―         

「時代小説」   柴田洋治郎 
今の楽しみは時代小説を読むことです。昔から乱読

で、書店でも思いつきで様々な本を購入していた。

今でも本屋に寄るのが大好きである。数年前までは

比較的固い内容のものも読んでいたが、最近は肩の

凝らない時代小説一本になってきた。 本の選び方 

は新聞、雑誌の書評をみて、興味あるものを選び、

ある作家を特定すれば、時代小説はシリーズものが

多いので、一作目が面白ければ、後は同じシリーズ

を機械的に選ぶことで、選択に迷うことは少ない。

700 円前後の文庫本を月に５～６冊のペースで、子

供が漫画を読む感覚で朝晩の通勤時や昼休みの楽

しみにしている。今読んでいるものの主人公は、江

戸の民生を預かる警察組織である江戸町奉行所の

与力、同心達で、町方、不浄役人とも呼ばれる下級

武士たちである。作中には、近代である江戸時代の

市民生活、風俗が描写されており、現代にも通じる

ものも多く、理解しやすく、興味深い。作者は江戸

の町並み、庶民生活、四季折々の自然、行事につい

ても詳細に描いており、当時の時代感覚に触れられ

る。ただし、少数しかいない町方は、当時の身分制

や官僚機構の支配違いなどにより、上位の幕閣、各

藩の要人への追及には限界があり、歯がゆい思いを

し、最後はうやむやとなる場面もよく出てくる。こ

れは現代の社会にも通じるところがあると思われ

る。 

いつも感心させられるのは、これらの作者は皆多作

家で、豊富なストーリーの引出しを持っており興味

が尽きない。私が今特に関心を持っているのは江戸

の町並みについてで、とうとう「江戸古地図」とい

うガイドブックも購入してしまった。勿論時代小説

といってもジャンルは広く、武士の一分や優秀な幕 

閣の活躍を描く正統派のものもあり、これはこれで 

面白いが、これらのことは別の機会に譲りたい。 

 

      咲き始めた皇帝ダリア 

 

◆2019～2020 年度クラブ役員 

会長：山村喜久   書記：太田全哉  

会計：浅野猛雄   直前会長：池野輝昭   

◆2019～2020 年度西日本区委員・中部役員 

西日本区 JWF 管理委員：橋爪良和、 

直前中部部長：柴田洋治郎、 

中部 E MC 主査：鷲尾文夫 

◆広義会員：浅井秀明・鈴木一弘 

功労会員：野村秋博

                                                 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572080857/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5hemFtaS5zYWt1cmEubmUuanAvaGFuYS9mMS9rYS1neW8va291dGVpZGFyaWEuaHRt/RS=%5eADB5ssvDa9Jl82srNV5uExkQbRbGk8-;_ylt=A2RivcpYu7JdLW8AyS6U3uV7


第 1 例会にてラッフル券販売・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 又は 

・メールアドレス： m-asano@nagoyaymca.org 宛、５日までに返信お願いします 

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 
２０１９年１１月 出欠席 ゲストの有無・そ

の他 

２．１１月第１例会 

 

１１月１４日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

ＴＥＬ052-950-0280 

担当:長谷川 和宏ワイズ 

会食・卓話・交流 

卓話者:那須 國宏 氏 

那須・岩崎法律事務所代表 

弁護士 

主題：「遺言のすすめ」（仮題）     

 

出席 

 

 

 

 

 

欠席 

 

ゲストありの場合

ゲストの名前 

３．１１月第 2 例会 

 

１１月２１日（木）   

19：00～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ 5Ｆ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

４．名古屋東海・奈良・御殿 

場トライアングル例会

＆ 

ＤＢＣ交流会 

１１月９（土）―１０日（日） 

遊景の宿『平城』16:30集合 

平城宮跡の見学他奈良市内 

出席 

 

欠席 

 

５．第 26 回名古屋ＹＭＣＡ 

チヤリティーラン  

１１月２日（土）9:00～ 

名城公園 

出席 

 

欠席 

 

６．第 43 回クリスマスカー

ドコンテスト審査会 

１１月２３日(土・祝)10:00～ 

表彰 12 月 14日、 

展示 12 月 10日～16日   

出席 

 

欠席 

 

予告：１２月第 1 例会 

  （クリスマス例会） 

１２月７（日） 

17:30～20:30 

ラ・スース・ＡＮＮ 3Ｆ 

礼拝・会食・楽しいゲームなど

クリスマスプログラム一杯 

出席 

 

欠席 

メンを除く家族参

加人数 

大人     名 

子ども    名 

未就学児   名 

予告：１２月第 2 例会 

   忘年会 

12月 19日（木） 

18:45～ 第 2例会：ＹＭＣＡ 

池下会館 終了後 

19:15～ 忘年会：池下 

くいものや 『わん』 

出席 

 

欠席 

 

 

 

 

 

   20191101 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

