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名古屋東海ワイズメンズクラブ  
 

 

 

会長主題 「ワンチーム」     
国 際 会 長 主 題  「世界とともにワイズメン」    キム サンチェ (韓国) 

ア ジ ア 太 平 洋 地 域 会 長 主 題  「100年を超えて変革しよう」        大野 勉     （神戸ポート） 

西 日 本 区 理 事 主 題  「未来への挑戦」                 新山 兼司   （京都トップス) 

中 部 部 長 主 題  「楽しくやろう ワイズの活動 地域とＹＭＣＡと共に」 

渡辺 真悟  (名古屋) 

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

  その家に入ったら、『平和があるように』と挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるに 

ふさわしければ、あなたがたの願う平和は彼らに与えられる。もし、ふさわしくなければ、

その平和はあなたがたに返ってくる     (マタイによる福音書 10章 12節～13節) 

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

                           
強調月間 評価と引継ぎ 
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６月例会等ご案内 

◎６月第１例会 

日程：2022年 6月 9日（木）18：45～ 

会場：ラ・スースＡＮＮ ２Ｆ 

担当：柴田洋治郎君 

開会宣言・点鐘：山田英次会長 

ワイズソング   

５つの信条：中江正典君 

食前感謝：浅野猛雄君 

－会   食－ 

卓話：『恩師との不思議な縁』 

 朝日文左衛門の事・昨今の出版事情・ETC 

講師：山本直子氏（出版社ゆいぽおと代表） 

諸連絡 

   閉会宣言・点鐘：山田英次会長 

◎６月第２例会 
日程：2022年 6月 16日（木）19：00～ 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ  

◎第 25回西日本区大会 
日程：2022年 6月 11日（土）13：00～ 

  会場：1部：岡山国際ホテル  
   2部：懇親会-岡山国際ホテル別館瑞光 

登録費：現地参加 20,000円 

    Web参加  3,000円 

◎７月第１例会（総会・裸で語る会） 
日程：2022年 7月 9日（土）15：00～ 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 他？ 

◎７月第２例会 
日程：2022年 7月 21日（木）19：00～ 

  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図ろう 

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】 5 月末－在籍者 18 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 15 名（Make up0 名） 

出席率 93.8％     

 

      

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】  

5 月のニコボックス      +14,950 円 

メネット会計戻り・寄付等 +93,215 円 

現在保有額       1,770,962 円 



５月第１例会報告 

『ドラゴンズあれこれ』 
 本日の講師は中日ドラゴンズ昇竜館館長、中原

勇一氏の予定でしたが、ついにコロナの影響は

我々にも降りかかってきました。ドラゴンズの選

手の一部がついにコロナに感染したとのことで、

館長はその対応に必死で講師としての出席は無理

ということになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鈴木孝幸君の骨折りで、急遽元中日ドラゴンズ

の捕手として活躍された金山仙吉氏がピンチヒッ

ターとして登場されました。金山氏の略歴は以下

の通りです。（Wikipedia より） 

岐阜県の中京商高から 1969 年ドラフト 7 位で

中日入団、同校出身で初のプロ野球選手となる。

1977年に一軍に定着し、1984年には中尾の故障も

あって 58 試合に先発マスクを被る。1985 年は兼

任コーチとなる。同年限りで現役引退。 

 

 

 

 

 

 

 

 

引退後はコーチ・監督付広報（この時の監督は

星野仙一）などを経て渉外担当部所属の球団職員

となった。 

1974年 10月 14日の巨人との最終戦では、佐藤

政夫とバッテリーを組み、9 回に長嶋茂雄の現役

最後の打席を遊ゴロ併殺打に抑えた。 

 次に先約があり、短時間のお話と質疑応答であ

ったが、我々には興味深いことであった。故に内

容はカット致します。本当に突然の依頼に応えて

頂き、ただただ感謝でした。また今回は食事抜き

でしたが、真鍋君が久々に出席でみんな大いに歓

迎をしました。           （松本） 

  

 

 

 

 

 

 

 

【参加者】浅野、太田、神谷、木村、柴田、鈴木、

谷口、中江、橋爪、松本、真鍋、八木、山田、 

山村、鷲尾 

根の上キャンプ場の良さを 

知ってほしくて 
山村喜久 

2022 年も 5 月に入り、新緑の緑が目に優しく、

心地の良い季節です。キャンプ場には、年間を通

して、毎月 1～2 回ほど行きますが、今の季節が一

番過ごしやすいです。（大嫌いな蚊も少ないし）「そ

んなに行って、何してるの？飽きない？」と時々

聞かれますが、見回すと手入れする所はたくさん

ありますし、面倒くさいなと思った日は何もせず、

ぼーっと過ごす日もあります。 

基本は“どうやったら皆がここを使ってくれる

かな？”と考え、何かしら動いています。門扉の

ペンキ塗り、トイレの詰まり直し、メインロッジ

入口に水溜りが出来ないようにレンガを敷いたり、

たからキャビンのバルサンたき、猪にボコボコに

された駐車場の整備、場内全体の草刈り、除草剤

散布、同じくボコボコにされた小川(?)の流れをよ

くしたり、溝にＵ字溝を入れたり、他にも色々。

一人では難しい時もありますので、友達を誘い行

う時もあります。そういう時は、BBQ がメインに
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なり、作業は進まなかったりもしますが・・・そ

れはそれで楽しい 1 日を過ごせて満足です。 

先日、戸田川緑地公園にてデイキャンプが行わ

れました。天気にも恵まれ屋外での食事や歌やゲ

ームなど楽しみました。サポートとして準備から

参加させてもらいましたが、大人数での行事の大

変さは勉強にもなりましたし、有意義な会になり

ました。これにより、根の上祭りがなくなった事

は、少々残念ではありましたが・・・秋には、ぜ

ひ開催して欲しいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

話は戻りますが私は、根の上キャンプ場をもっ

と多くの方に利用して欲しいと常々考えています。

根の上は、本当に良い所です。そこまで遠くもな

く行くことができます。静かですし、周りには湖、

トレッキングコースもあります。ここを散歩する

のは最高です。夕暮れ帰り道では、鹿やウサギに

も合うことが出来ます。BBQ は天候に応じて、外

でも中でも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以前は、あまり世間の目が向くことはありませ

んでしたが、2022.4/27には、保古の湖のほとりに、

HOKO Glampingがオープンしメディアにも取り

上げられました。7/31(イベントは 7/29～8/1)には

オフロード版トライアスロンの XTERRA JAPAN 

in NENOUE、11/10～11/13 には FIA 世界ラリー

選手権のコースにもなっています（2021 はコロナ

により中止）かなりの注目度です。 

根の上祭りだけではなく、もっと多くの行事や、

ワイズ会員だけではなく個人の方にも利用してい

ただき、根の上の良さを多くの方に知って頂きた

いのです。そのための整備はまだまだ続きます。 

５月第２例会報告 

１．故野村秋博君の記念会の確認 

 5 月 29 日（日）14：00 から御器所教会にて

行われる。 

２．西日本区大会登録の件 

 浅野君の登録費、ＺＯＯＭ参加の橋爪君の登

録費をクラブより補助することが確認された。 

３．勝手に根の上まつりは 6 月 4 日（土）・5 日

（日）に変更することになった。 

４．今年の総会（裸で語る会）は 7 月 9 日（土）

15：00 から名古屋ＹＭＣＡにて開催を予定。

担当主事にＹＭＣＡの使用状況を確認しても

らう。議事終了後の食事会などは新旧会長に

一任した。 

５．６月第１例会担当は柴田君。講師は出版社

ゆいぽおと代表山本直子氏。 

６．国際協力街頭募金の件 

 6 月 5 日（日）13：00～15：00 栄と名駅にて

実施予定。東海クラブの有志は栄を応援。 

13：00 ラシックの久屋大通側に集合。 

７．ラ・スースＡＮＮ食事代の件について、先

方の希望額を聞き対応する。 

8・デイキャンプ交流会（4/23）の評価 

 交流の機会としては成功。ワイズメンズクラ

ブとしてはこれを今後どう会員増強等に結び

つけるかは課題。来年もやりたい意向との報

告が山村君よりあった。 

9．鷲尾君より長谷川君の様子について報告があ

った。             （松本） 

【参加者】浅野、太田、木村、柴田、谷口、中江、

松本、八木、山田、山村、鷲尾 
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