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

 兄弟たち、あなたがたに勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ま

しなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。 だれも、悪をもっ

て悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善

を行うよう努めなさい。       (テサロニケの信徒への手紙一 5章 14節～15節) 

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

強調月間 BF・EF（Brotherhood Fund・Endowment Fund） 

 

  

 
  

１０月例会等ご案内 

◎１０月第１例会 

日程：10月 8日（木）18：45～ 

担当：中江正典君 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

開会宣言・点鐘：太田全哉会長 

ワイズソング   

５つの信条 

食前感謝：八木武志君 

－会   食－ 

卓話：『東海道新幹線の高速化について』 

講師：中江正典氏（本クラブメンバー） 

諸連絡 

  閉会宣言・点鐘：太田全哉会長 

◎１０月第２例会 

日程：10月 15日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎１１月第１例会 

日程：11月 12日（木） 

担当：長谷川和宏君 

◎チャリティーラン【11月 7日(土）】 

   運営方法を変更し実施のため、例年行っ
ている飲物提供はしない。 

◎クリスマスについて再検討の結果 

  日程：12月 10日（木）18：45～ 

  会場：ラ・スースＡＮＮ 

  通常の例会に近い形で実施に決定 

 

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．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】 9 月末－在籍者 20 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 17名 

出席率 94.4％ 

      

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】 

9 月ファンド       16,000 円 

合計       1,296,151円 
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「電力自由化で 

暮らしは何か変わったか？」 

9 月第１例会 9 月 10 日（木）18：45～20：00 

 今月の卓話

はメンバース

ピーチ。担当の

神谷正博君は

勤務の中部電

力が今年 3社に

分割されて、、

中部電力ミラ 

イズ㈱に所属されることとなった。 

   

コロナ禍のため会場を名古屋 YMCA 本館のチャ 

ペルに変更し、3 密にならないように座席の間隔を 

あけて、窓を開け、換気に注意して開催した。 

 

電力の自由化は広く新規参入を促し、エネルギーの

コスト構造を改善することである。再生可能エネル

ギーのコストの高さを許容できるかが課題。 

中部電力ミライズはエネルギーだけに限らず、いろ

んなサービスを開発していく会社です。 

                        （八木武志・記） 

【出席者】 

 浅野、池野、大島、太田、神谷、木村、柴田、 

鈴木孝、中江、橋爪、長谷川、松本、八木、山田、

山村、鷲尾、谷口 

《ゲスト》谷川（名古屋クラブ） 

荒川（グランパスクラブ） 

          

  ＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

 訃報：阿部美男氏 

（東海クラブチャーターメンバー、6 代目の会長） 

 9 月 8 日、逝去されました。告別式はキリスト教 

式で阿部建設㈱の社葬にて行われました。満 81

歳。 

 阿部さんは東

海の子クラブの

名古屋プラザク

ラ 

ブの設立に尽

力され、プラザ

クラブのチャー

ター 

メンバーとして移籍されました。 

 YMCA の活動では長く財団法人の理事・副理事長

として、また学校法人の理事・理事長として奉仕さ

れました。 

    

＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

お知らせ！！ 

勝手に「根の上まつり」    山村喜久 

 毎年開催されます秋の「根の上まつり」がコロナ 

の影響で春に次いで中止となりました。 

 そこで、勝手に東海クラブだけの「根の上まつり」 

を計画致しました。 

 10 月 24 日（土）から 25 日（日）の 2 日間で土

曜日は近くのゴルフ場で有志でゴルフをし、夕方

から「あかまんま」で飲み会をし、日曜日はキャ

ンプ場でバーベキューをして解散とします。すで

に「あかまんま」は貸切で予約しました。詳細は

10 月の第 1 例会で発表しますので、是非 24 日・

25 日は予定に組むようお願いします。25 日に家

族での参加も歓迎！！ 
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第２例会報告 

日 時：２０２０年９月１７日（木） 

１９：００～２０：３０ 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

出席者：浅野、太田、橋爪、長谷川、松本、八木、

山村、鷲尾、谷口、大島【ZOOM】 

ゲスト：荒川（グランパス） 

１．１０月第１例会の件 

  ・日時：１０月８日（木） １８：４５～ 

  ・会場：９月例会をＹＭＣＡで行ったが、か

えって密になったとの認識でラ・スースＡ

ＮＮに戻すこととした。 

・担当：中江正典君。テーマは「東海道新幹

線の高速化について」で中江君が講師とな

る。 

２．１０月第２例会は１５日を確認 

３．１１月第一例会担当は長谷川君。講師を招待 

しにくいので、メンバースピーチを３名ほど

お願いする予定でいる。 

４．ＹＭＣＡ大会は９月２６日（土）オンライン

にて開催 

５． 南山バザー中止を確認。 

６．チャリティーランは例年と大幅に形式を変え

て実施とのこと。クラブからの２チーム分支

援金支出は従来通りとするが、飲物提供は中

止することの２点を確認した。 

ラッフルは実施される。 

７．クリスマス祝会（１２月例会）の件 

  例年通りの会は持たない方が良いとの判断

をし、毎月の例会に近い形で実施することと

し、従来の予定を変更し以下の通り決定した。

（毎月の第１例会の通り） 

  ・日程：１２月１０日（木）１８：４５～ 

  ・場所：ラ・スースＡＮＮ 

８．ＤＢＣ交流会について 

   東海クラブより奈良クラブ・御殿場クラブ

に提案していた件に関して、橋爪君より両

クラブからのレスポンスについて説明が

あった。両クラブとも今年度の交流会実施

を見送ることを了解された。また、隔年で

の実施案も了解された。 

９．遠藤彰一君より９月末での退会申し出があり、

手続きを進めているとの報告があった。 

 

１０．ＺＯＯＭを使用しての例会の持ち方につい

て荒川君から説明を受けた。 

クラブとしては太田会長に主催者になっ

てもらうこと、そのために必要な機材や使

用料（年額 15,000 円）はクラブで負担す

ることを確認した。ただし、ラ・スースに

Wi-Fi の設備がないことがネックとなるこ

とが判明した。 

１１．その他 

  ①１０/２４（土）～２５（日）で根の上でゴ

ルフ＆バーベキューやります。概略は 

１０月ブリテンにて、詳細は１０月第１

例会にてお知らせします。（山村君より） 

  ②奈良クラブ７０周年（予定）  

２０２１年１月９日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

第７回名古屋ＹＭＣＡ大会  ОＮＬＩＮＥ！ 

テーマ『はなれていてもつながっている』 

新型コロナウィルス感染禍の為、9月26日（土） 

の初めてのオンライン開催となった。 

開会礼拝で名古屋中央教会の草地大作牧師の奨励「明

日がある」（マタイによる福音書6章25節～34節）があ

り、コロナに翻弄されることなく「今を大切に、明日のこと

まで思い悩まないで、神に委ねよう」と説かれた。続いて、

今年度の永年会員表彰、12 名のユースボランティア認証

が行われた。 

次いで、ＹМＣＡ中村総主事が名古屋ＹМＣＡにおける新

型コロナ禍対策の実情報告があった。印象的だったのは、

新型コロナ禍で日本語学院留学生の入国受入れ学生数の

激減など、苦しい状況にあること、一方で、子どもプログ

ラムを学生リーダーが工夫をしながら精力的に展開して

いることであった。大会最後に、ワイズメンズクラブ報告

があり、ワイズの紹介と各クラブのＹМＣＡサービスの紹

介（東海クラブからは市内中学生バスケットボール大会、

クリスマスカードコンテスト）があった。 

これから迎える秋。例年なら、チャリティ―ランを始めイ

ベントが続く時期。皆なの協力と、新しいチャレンジが求め

られているようだ。 

今回は、初めてズームでハイブリッド式のＹМＣＡ大会で

したが、よく準備され違和感のないものでした。でも来年

は、やはりフェイスツーフェイスで行いたいものだ。 

(参加者総勢50名、内ワイズメンは 15名) 

 

 


