名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン
解くのも
ままなら
ず、全商
品を売り
抜く作業
は結構な
時間がか
かりまし
た。しか
し、鈴木
ワイズの軽妙なやりとりと参加者の多大なご協力で
無事、すべての落札を終えることができ、会場使用
期限の９時少し前に終了することができました。
売上金額は１１１５００円。これを提供ポイント
と買い上げポイントのクラブごとに集計。合計数に
応じて売り上げがクラブに配分されることになりま
した。東海クラブは提供ポイントが４７・２㌫。買
い上げポイントが６０・７％と、ともに他クラブを
圧倒してトップ。この結果、全体の５１・６㌫であ
る５７５００円が東海クラブの特別ファンドとなり
ました。皆さんのご協力を感謝します。
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２月第２例会報告
２月１７日（木）
名古屋ＹＭＣＡ
２月第２例会での報告、決定事項は次の通りです。
① 3 月例会の卓話は講師大野健氏㈱ボーノプラン
ニング代表による「方言で地域活性化を」に決定
された。
②次期会長主査研修会が 3 月１２～１３日に大阪
に於いて開催される、当クラブからは柴田次期会
長、主査として浅野、鈴木一弘の 3 人が出席し、
次期中部部長スタッフとして長谷川次期部長、書
記八木、会計松本の 3 名、計 6 名が出席する。
③第 2 回中部評議会が 3 月 21 日（月・祝）に名古
屋 YMCA で開催されることが報告された。
④ 2 月第１例会の 4 クラブ合同例会でのオークシ
ョンの売上は 111,500 円で提供額、買上げ額を
配分し東海クラブの配分額が 57,500 円で有る事
が報告された。
⑤ CS 資金（年賀はがき４等切手シート）の西日本
区への送金は切手シート 113 枚分と合わせて、
49,190 円を送金した。
⑥ EMC 懇談会が 2 月 19 日午後 2 時より四日市で
行われ、終了後懇親会が開かれる、出席予定者は、
伊藤、長谷川、八木の三人。
⑦２月１２日に金沢で中部広報・ホームページ懇談
会が開催され、その報告が長谷川君よりされた。
⑧奈良伝賞候補者推薦については、該当者なしで報
告をする。
⑨次々期西日本区メネット事業主任の件、成瀬晃三
次々期理事より、野村靖子さんにメネット事業主
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八木

武志

西日本区の次期役員、各部
主査、会長が次年度のワ イズ
メンズクラブの色々な活動について研修の場をと
もにするために集まります。
（３月１２ ・１３日）
次年度西日本区理事の浅岡徹夫氏（近江八幡クラ
ブ）の方針のもとに各事業主任 が事業計画を立
案・発表し、それを参考にして それぞれのクラ
ブ会長が次期のクラブ運営を構想する大切な研修
会です。
ワイズの基本はそれぞれのクラブにあります。
各クラブを構成する会員のそれぞれの思いを年間
の事業方針・計画にまとめあげ運営していくこと
が会長の役目です。
“Somebody should do it， but why I ？”会長
に選ばれたとき、誰もがこう思いました。でも
“Somebody must do it， so why not I ？ So why
I ？“なんですね。
浅岡次期理事の年度主題は
「ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献」
“Contribute to the Community through Active
Services with Love”です。
「ワイズはフェイス

ＴＯ

フェイス」

２月第 1 例会報告

●４ワイズ合同オークション
１１万１５００円の売り上げ！
２月１０日(木）
名古屋ＹＭＣＡ３階会議室
２月はタイムオブファーストの月。食事を出すこ
とをやめ、その分を献金に回すために東海クラブで
は毎年「オークション」を実施し、クラブの貴重な
財源となっています。この催しを澁谷中部部長の名
古屋訪問に合わせ、クラブ複数での合同オークショ
ンをとしたらどうかと、今回の企画が実現しました。
当日は在名クラブのうち予定を動かせない名古屋
クラブを除いた東海（ 16 名 ）、南山（６名 ）、プラ
ザ（８名 ）、グランパス（８名）の４クラブ、総勢
３９人が参加。それぞれが提供品を持ち寄り、名古
屋地区のワイズでは初めての合同オークションとな
りました。
始めに澁谷中部部長が公式訪問のあいさつをした
後、東海クラブの鈴木孝幸ワイズとグランパスの坂
倉ワイズがオークショナーとなって早速セリが始ま
りました。
提供品は大小１１４点にもおよび、品物の包装を
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Ì 任をお引受け願いたいとの強い要請に、ご本人
が内諾された旨報告され、今後経済的にも、人的に
も東海クラブとして支援して行くことが確認され
た。
⑩京都パレスクラブの 40 周年記念例会が 4 月 16
日、京都ホテルオークラで開催される、会費は 1
万円、参加希望者は 3 月第２例会までに会長に連
絡をすること。
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今月のコラム

次期中部事務局便り④
次期中部部長

長谷川

和宏

暖かい２月のお蔭か、今年も早咲きの桜は開花
を迎えた。
来週末には、今年から来年の１年を一緒にする
「クラブ会長・主査」との合同研修会が始まり、
戦う戦士として共にスタート台に立つことにな
る。先ずはチームとしてコミュニケーションをは
かり、スクラムを組みたい。
司令塔となる事務局会では現在、８月２８日
（日）開催の中部部会を皆さんに喜んで参加いた
だける部会にすべくメイン企画の計画真っ只中。
きちんとした計画を立てることが先ず求められ
る。（今も、皆さんからのご意見募集中です。）
クライストチャーチのような世界の安全都市で
すら、今や安全ではない時代のようです。ワイズ
メンズクラブに何が出来るか。
３月は、クラブの地域奉仕活動計画などを構想

同期会もまた良きかな
鈴木 浩之
今、私の参加している同期会は、大学と高校の二
つあって、随分と長い間続いている。両方とも始ま
って以来４０年にもなろうか。
大学の方は同期同学部卒は80名で「名法会」と称
している。年1回、総会と称して夕食会があり、最
近でも約20名が出席する。また、名目をつけての一
杯会、ゴルフコンペなど年3回位は、やっている。
高校の方は（同期卒業360名）「東五会」という名
称で、大学の方より盛んだ。やはり年1回の総会で、
最近はリタイア組が増えて昼食パーティーを開き、
50名位が集まる。東京支部もあって、月1回定例飲
み会があるようだ。また、親しい者同志が集まるグ
ループがあり、私の属するグループは8人位で、ゴ
ルフや小旅行などを月1回ペースでやっている。こ
れがなかなか良い。
同期会の特徴は、ご案内の通り、大きく二つある。
一つは、お互い「貴様 」「俺」の関係で、言いたい
ことが言える所、もう一つは、同年齢で話題に共通
性があることだ。話題について言えば、若いころは
仕事・ビジネスの話、年を経るにしたがって親の介
護の話、そして今は健康の話へと変化している。ま
た、メリットと言えば、貴重な情報源となることだ。
特にリタイア後は、集まりで得る情報は貴重だ。
さて、これら二つの会が共通して長く続いて活気
があるのは、幹事役の人が気配りして、まめに会の
世話をしてくれたお陰だ。大学の方は今も現役の弁
護士の二人、高校のほうは数名の幹事役と一人の万
年幹事だ。なので、会の案内状に対する出欠の返事
には、必ず幹事への感謝を記すことにしている。
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

する時。ご協力をお願いします。

行方不明者の中には富山ＹＭＣＡフリースクール
の卒業者やその家族、ＹＭＣＡ講師の方も入ってい
るそうです。
ＹＭＣＡ同盟を通じ、クライストチャーチＹＭＣ
Ａからの連絡が伝えられています。
それによれば、市内にある４つの施設はすべて閉
鎖の状態ですが、そのうち教育センターは「瓦礫と
化した」ということです。幸いスタッフは全員無事
ということでしたが、前施設の水道、電気、下水道
が止まり、回復を待っている状態です。スタッフは
今後、若者と高齢者に何ができるかを考えていくと
述べています。
日本同盟では緊急支援の準備を進めていますが、
私達もできる限りの協力、応援をしたいと思います。

東海クラブだより
◇第１４回西日本区大会は今年６月１１日～１２日
に京都市国際交流会館、ウェスティン都ホテル京都
で開催されます。既に皆さんのお手元にお知らせが
届いていると思いますが、今年の参加登録（宿泊、
エクスカーションは個人で申し込み）はクラブ単位
で申し込むことになっています。
申し込みは既に始まり、締め切りは４月３０日ま
で。
会費はメン・メネット１６０００円。ワイズの全
体を見るよい機会となることでしょう。
ぜひ多くの方の参加をお願いします。
問い合わせ、参加申し込みは八木会長まで。

ニュージーランド地震のこと
大きな地震に見舞われたニュージーランドのクラ
イストチャーチでは報道されているとうり、既に１
２０人を超える方が亡くなり、２００人以上の行方
不明者が出ています。
その中には富山市の外国語専門学校の関係者も２
０名以上の行方不明者がいて、進まない救助活動に
苛立ちがつのっている状況です。
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№

開 催 日

お誕生日おめでとうございます
メネット

菅沼

松美さん

３月１４日

一弘・節子さん
東平・松美さん

２

／
10
日
第
１
例

／

フ
ァ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト

17
第
２

例
会

会

結婚記念日おめでとうございます
鈴木
菅沼

２

３月 ５日
３月２６日
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今月の西日本区強調月間は
ＥＦ・ＪＷＦです
今月の西日本区強調月間は EF・JWF です。
西日本区ファンド事業主任の杉浦英ワイズ（奈良
クラブ）は「個人や、家族や、クラブなどでの色
々なハッピーニュース・ラッキーニュースを記念
してワイズダム発展のために献金しましょう」と
アピールされています。
EF とはエンダウメント ファンドの略で信託
基金と言われ国際ワイズダム発展のための特別な
基金、記念すべき出来事・行事または個人の慶弔
事などの折りに寄付金を国際協会に送って積み立
てる。基金評議会が管理し、その果実を運用する。
JWF（西日本区ワイズ基金）Japan West Y’s
Men‘s Fund の略、西日本のワイズ運動の継続
的奉仕活動を支えるための基金。
当初「アタミ基金」として約９２０万円から発
足し 、「日本ワイズ基金」となり、１９９７年東
・西日本区分割により「西日本区ワイズ基金」と
してスタートした。寄贈者および寄贈理由を記入
する奉仕帳が備えられている。
わがクラブの野村君が長い間 JWF 管理委員長
を務めていた。
中部のファンド主査は四日市クラブの松岡紀生
君です。東海クラブのファンド委員長は鈴木孝幸
君です。
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浅井 秀明
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２

浅野 猛雄

○

３

伊藤 貴久

○

４４５０

４

遠藤 彰一

○

１６１００

５

加藤 友昭

○

６

柴田 洋治郎

○

○

３９５０

４５００
○

８１００

７

菅沼 東平

８

杉山 敏雄

５００

９

鈴木 一弘

１０

鈴木 孝幸

○

１１

鈴木 浩之

○

○

６０５０

１２

野村 秋博

◎

○

１５５５０

１３

野崎 勉

１４

橋爪 良和

○

１５

長谷川 和宏

○

１６

服部 敏久

２７５０

１７

濱島 誠一朗

２７５０

１８

東田 美保

１９

深川 直

２０

○

１６３００
○Ｍ
３００００

１０００
１３４００
○

８３５０

○

○

１９５０

松本 勝

○

○

４７００

２１

八木 武志

○

○

１１３００

２２

山田 英次

２３

山村 喜久

１１９００

６２００
○

７７００

◆０１０～２０１１年度クラブ役員
会
長：八木 武志 副会長：加藤 友昭
直前会長：伊藤 貴久 書 記：浅野 猛雄
一般会計：柴田 洋治郎 特別会計：鈴木 浩之
連絡主事：東田 美保
ＹＭＣＡサ・ユース 鈴木（一）、杉山、加藤
地域奉仕・環境
松本、濱島
ＥＭＣ（会員増強） 伊藤、山田、服部
ファンド（ＢＦ）
鈴木（孝）、橋爪、山村
クラフファンド
遠藤、服部、鈴木（浩）
交流（ＩＢＣ、ＤＢＣ）野村、野崎、鈴木（孝）
広報・ブリテン
深川、橋爪、菅沼、浅野、
松本、長谷川
根の上担当
山村、伊藤、杉山、橋爪、
長谷川
国際募金
鈴木（一）、山村
◆次期中部役員
部長 長谷川 和宏
書記
八木 武志
会計 松本 勝
事務局長 浅野 猛雄
部会実行委員長 橋爪 良和
同副委員長
服部 敏久
【敬称略】

編集後記 ◆デフレ経済の低迷が続き、難局をな
んとかしなければならない状況ですが、政治の混迷
は続きます◆世界では中東で連鎖する革命。穀物や
原油など資源高騰もやみません 。「内輪もめしてい
る場合ではないだろう」というのが国民の本当の気
持ちでしょう。現在は幕末から明治維新そして先の
敗戦に続く、近世３度目の大きな転換期であると言
われています。新しい時代はきっとくるのでしょう
が、その前の混迷期をまず乗り切らないといけませ
ん◆大切なのは人や社会に尽くすこと。その思いで
しょう。決してぶれない信念が必要です 。（ＹＨ）
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