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名古屋東海ワイズメンズクラブ  
 

 

 

会長主題 「ジャンプ！」     
国 際 会 長 主 題  「命の川を信じよう」       Jacob  Kristensen  (デンマーク) 

ア ジ ア 太 平 洋 地 域 会 長 主 題  「変化をもたらそう」               David Lua     （シンガポール） 

西 日 本 区 理 事 主 題  「Let’s do it now!」              吉田 裕和    （京都トゥービー) 

中 部 部 長 主 題  「知らせよう！ ワイズの奉仕活動を」 

早川 政人  (名古屋グランパス) 

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

「わが子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても、力を落としてはいけな

い。なぜなら、主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。」あなた

がたは、これを鍛錬として忍耐しなさい。神は、あなたがたを子として取り扱っておられます。い

ったい、父から鍛えられない子があるでしょうか。   （ヘブライ人への手紙 12 章 5 節～7 節） 

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

               強調月間 Kick-off  EMC-MC 

 
  

７月例会等ご案内 

◎７月第１例会（クラブ総会） 

日程：7月 11日（土）15：00～17：00頃 

会場：南山ＹＭＣＡ（Tel:831-6968） 

会費： 6,000円 

開会宣言・点鐘：山村喜久現会長 

ワイズソング   

５つの信条：池野輝昭君 

19-20活動報告・決算報告 

会長引継ぎ 

20-21活動計画・予算 

  閉会宣言・点鐘：太田全哉新会長 

【会食】17：30～18：00頃から 

    丸八寿司八事店（Tel:833-9668）にて 

◎例会はマスク着用で!! 

◎自分の体調を優先して、出欠をご判断下さ

い。出欠連絡を必ず連絡主事の谷口さんま

でお願い致します。 

◎７月第２例会 

日程：7月 16日（木） 

19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎８月第１例会【総会で決めます。】 

日程案：8月 6日（木）(13日はお盆の為) 

◎８月第２例会 

日程：8月 20日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

 

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．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

五．会合には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

【出席率】 6 月末－在籍者 22 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 17 名(内メイクアップ 1 名) 

出席率 85％ 

      

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】 

６月ファンド       11,855円 

切手ファンド    20,000円 

未集計分      11,456円 

合計       1,226,091円 



 

 名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                         （2）

よおっ 久しぶりーっ ！！ やっとかめー 

「6 月第 1 例会開かれる！」  

6 月第１例会 6 月 11 日（木）18：45～20：00 

 新型コロナ禍の影響で、困惑と不安の中にあった 

3 月以降の 100 日間でした。「よおっ、久しぶり！」 

で始まった 6 月例会。「お元気でしたか」「会社は 

いかがですか？」「ご家庭は変わりありませんか？」 

「大変でしたね」「YMCA はどうなってる？」開会 

前からそんな会話が飛び交い、弾みます。卓話の 

講師もゲストもない例会。いざ、山村会長の開会 

挨拶と点鐘。 

 

 出席者は谷口、鈴木孝、山村、八木。 

 

  大島、橋爪、松本、太田。 

 

  鷲尾、柴田、神谷、長谷川、 

   

 池野、中江、  浅野、山田 

  

 欠席の４ワイズ、来月にはお会いしましょう。 

 久しぶりのラ・スースの美味しい食事を頂きなが 

ら、会話のトーンもついつい上がる（3 密を意識し 

つつも）。 

  
  

 後半は諸報告と協議。 

①お年玉年賀はがきの当選記念切手の提供は今月 

 末で締め切る（大島） 

②３～５月、例会始め諸行事中止の結果、クラブ 

 予算の執行に余裕が出ている。会計年度の締め 

 が迫っているので精算するものがあれば急いで 

 下さい。（浅野） 

③クラブブリテン、理事通信、中部部報、評議会 

 記録その他の連絡等をメール配信しました。 

 是非一読しておいてください。 

 問い合わせはメール委員の長谷川まで。 

                                                 



名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                            (3) 

④野村ワイズから、諸般の事情で退会の申し出があ

りました。（柴田） 

 残念であるが EMC として手続きに入る（鷲尾） 

⑤2020－21 期第１回中部評議会がオンラインで開

催された。（長谷川） 

 

⑥新型コロナウィルス禍で全国の YMCA は経験し

たことのない大きな被害を被っている。名古屋

YMCA も然り、「YMCA コロナ募金」の要請があ

ります。詳しくは追って案内する。（柴田） 

 クラブとして纏めて拠出することも考えてはど

うか。（鈴木孝） 

⑦中部から、2022－23 期に西日本区理事輩出の要

請期待がある。もし理事を輩出するとなると財政

的なサポートが不可欠な状況である。名古屋地区

4 クラブでファンドを拠出し基金をつくることを

各クラブで検討してほしいとの要請が中部評議

会で示された。（柴田） 

⑧東海クラブなどがサポートしている名古屋

YMCA 市内中学生バスケットボール大会は残念

ながら今年度は中止となった。 

 現在代替案を模索中。（長谷川） 

⑨クラブ総会（裸で語り合う会）について 

 会場・日程についていくつかの案がだされたが持

ち越しとなり第２例会（６月１８日）で山村会長

と太田次期会長から提案される。 

⑩第２例会は６月18日（木）19時より池下のYMCA

本館で開催する。 

 第 2 例会の議題 

 ・クラブ総会の日程・会場 

 ・名古屋 YMCA 新型コロナウィルス被害支援募   

  金 

 ・西日本区理事輩出支援ファンド募金 

 ・その他 

  
⑪連絡主事谷口みはるさん、改めて自己紹介。（4 月

例会には欠席者が多かったので） 

⑫本日のニコボックス、11,855 円。感謝！！（橋爪） 

           （長谷川和宏・記） 

＊2020-21 年度名古屋東海クラブ会長主題 

「ジャンプ！」  太田全哉 

 昨年、初めて参加したロームシアター京都での 

西日本区大会で EMC 事業最優秀クラブ賞を池野会

長の代理で山村次期会長が壇上で表彰を受けてか

ら一年が経過しようとしています。 

 

 私は、陸上競技の三段跳びに例え、Hop（1 年 

＜歩＞目・池野さん）、Step（2 年＜歩＞目・山村さ

ん）、Jump（3 年＜歩＞目・私）とし、会長主題を

Jump！としました。 

 特に、今期目標と言うものは今のところ考えてい

ませんが、まずは、この 2 年間出席率も良く、充実

した例会が毎月開催されていたと思います。 

 前会長山村さんの活動方針を継承しつつ、現状維

持を目標にし、あわよくば、最低 1 名以上の増加が

あればと思っています。 

 コロナ禍で日本中、困惑し、歩みが止まる今、 

Hop・Step・Jump と着実に前に進んでいく今年度

にしたいと思います。 

 

 本年度は、皆様にご無理を強いて頂き、三役を変

則に 2 名づつ就いて頂きました。経験者の力添えを

頂きながら、初経験の方々にもクラブ運営のご理解

を頂きたく任命させて頂きました。何分にも、会長

を経験するのは初めてですし、メンバーの中で最年

少ですので、年長の皆さまのご指導を頂きながら会

長を務めていきますので力不足の私を、この一年ど

うぞ支えていただきますよう、ご協力をお願いいた

します。 

                                                 


