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「メンバースピーチMAX」  

10月第１例会 10月 12日（金） 

 東海クラブメンバーが日頃考えていること、今、

伝えたいことを話す「メンバーズ・スピーチ」の拡

大版が行われ、メネットそしてユースを含む以下の 

４人の方々が熱弁を振われました。 

 

①松本淳子メネット 「メネット事業に参画して」 

 メネット事業の基本的

な考えから、1997 年に骨

髄バンク支援から始まる

国内プロジェクトの歴史

について丁寧な資料・年表

を基に説明された。 

 また、震災復興支援は「ハード」から「ソフト」 

の時代として、「心のケアを考える」事業の重要性 

を訴えられた。 

 

②村瀬汐里さん（はっちゃんリーダー） 

        「私の震災支援活動報告」 

 ３月 21～24 日に行われ

た宮城県山元町のいちご

農園支援（農園の小石、不

要物拾い）、仙台 YMCAの 

子どもプログラム参加報

告など。地道な作業が農園復興につながると教えら

れたこと、震災時の過酷な状況を普通の口調で話す 

子どもたちに戸惑ったこと、今後も震災支援に関わ

っていきたい気持ちが語られた。 

 

③東田美保スタッフ  

「日韓ユースセミナーに参加して」 

 ユースリーダーがスピ

ーチ予定であったが急用

で団長の東田さんが代行。 

高校生を含む７名が参加、 

江華島から北朝鮮の人が

肉眼で見え、同時に韓国と北朝鮮に横たわる歴史 

と現状に改めて気づかされた思いを語られた。 

 また、自身の経験としてフィリピンワークキャ 

ンプに言及し、名古屋 YMCAの国際協力事業の 

大切さ、独自性が伝わってきた。 

 

会長メッセージ ⑤  

   会長  鈴木一弘               

 11月と言えば、４年に一度 

アメリカ大統領選挙が行われ

る月だ。オバマ氏の続投か、ロムニー氏で共和党復

権か、注目しているメンも多いのではないか。 

 映画「未知への飛行」（原題：FAIL－SAFE 1964 

年）では、ミスから核弾頭ミサイルがモスクワに向

けて誤射される。アメリカ大統領（ヘンリー・フォ

ンダ）は、地下シェルターの密室に通訳と二人きり 

で閉じこもり、ソ連首相とホットラインを通じて会

話をする。そして苦渋の決断として、誤射であるこ 

との証明のため、妻子のいるニューヨークに自爆の 

核を落とす決断をする。 

 ９月から 10月にかけ、来年の西日本区大会、メ 

ネット事業（心のケアを考える）の広報のため、東

海クラブのメンとメネットが、文字通り東奔西走さ 

れたことに敬意を表せずにはいられない。人を動か 

すには、会うこと、直接言葉を交わすこと、この基 

本に改めて気づかされた。 

 また、10月８日には、この季節の「根の上」の 

素晴らしさに感動し、10月の第１例会では、この 

キャンプ場を巡る問題の難しさを痛感した。 

 アメリカの良心を演じ続けた俳優、ヘンリー・フ

ォンダの代表作品に「12人の怒れる男」（1957年） 

がある。少年の無実を証明するため、他の陪審員を 

一人ひとりの心を動かしていく彼の姿に、民主主義

の原理（多数決）とは「討論と説得」を経た上での 

結果であることを思い知らされる。 

 柴田前クラブ会長の名言に「ワイズの目的はＹＭ

ＣAサポート」「第２例会（話し合い）が重要」が 

ある。この２つの言葉は、私の今年度の座右の銘と 

なっている。 

 

④浅野猛雄メン  「根の上の今後」 

 1952 年から始まる根

の上キャンプ場の歴史、

名古屋 YMCA の少年事

業の中での位置づけ、

1989年から閉鎖状態で 

あることなどを詳細な資料を基に説明された。また、 

今後の活用方法について、ユースへの利用、スタッ

フ・リーダーのトレーニングの場などの提案が、 

根の上への、そしてＹへの愛情と共に熱く語られた。 
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 その他、同例会では、山村メンによるバースデ

ー・スピーチや、ニコボックススピーチ、野村メネ 

ットによる 11月３日開催の「心のケア」講習会へ 

の参加アピールが行われた。 ＜担当：鈴木一弘＞ 

 

10月第２例会報告 

10月 19日（金）19：00～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ会議室 出席：11名、 

9～10月に行われた行事の報告の後    

①今後の 10月の予定： 

 ピースフルサンデー：10月 28日（日）南山 YMCA 

②11月の予定： 

・第１例会：11／2 担当 服部敏久君 

 卓話「社会保険労務士が考えていること」 

 講師：石原宮昭氏（石原社会保険労務士事務所長） 

・「心のケアを考える」講習会：11月３日（土・祝） 

・チャリティラン：11月 10日（土）10：00～ 

 名城公園 実行委員長：柴田洋治郎君 

 9：30集合 飲み物のサービス 

・世界ＹＭ／ＹＷＣＡ合同祈祷週：11／11～17 

・第２例会 11／16 ＹＭＣA 

・特別野外例会（根の上）：担当―山村君・浅野君 

11月 24日（土）・25日（日）＜⑥＞ 

③じゃがいもファンド（十勝）   

 到着予定日：10月 20日（土）14：00頃 

 荷下ろしにご協力を、また品物の引き取りは出来

るだけ当日中にお願いします。 

④特別会計代行の件   

 特別会計代行に浅野猛雄君を指名、了承された。 

⑤12月の予定 

12月第１例会は 12月 9日（日）クリスマス祝会 

担当：伊藤貴久君・浅野猛雄君 

  会場：カコバサーノ 

 第２例会：12月 21日（金）例会後懇親会 

⑥11月 24日（土）～25日（日） 

 年内最後の根の上ワークとなります。特別野外例 

 会として皆さんにぜひ参加をお願いします。 

 ワークをしなくても、１日だけでも、大いにバー

ベキューを楽しみ、食べて、飲んで、語り合いま 

しょう。企画担当は山村君・浅野君です。 

⑦今年もクリスマスカードコンテストに協賛。 

協賛金３万円を特別会計より支出 

審査 12／8展示 12／19～25 表彰 12／22 

 展示の作業を 12／18に行うのでお手伝いを 

⑧クリスマスキャロル inＪＲセントラルタワーズ 

 12月 23日（日・祝）18：00～ 

⑨西日本区大会着用のシャツ 

 クラブで負担することにした。サイズを八木書記 

 まで連絡する（メン・メネット共） 

  ＜例会後有志で懇談会―笑門＞ 

根の上まつり 10月８日根の上キャンプ場 

 秋の根の上まつりは75人の参加者で盛会でした。 

東海クラブの参加者は遠藤ファミリー８人、柴田フ

ァミリー５人（マゴメット初参加）、山村フレンズ 

６人、浅野、杉山、鈴木一、野村、長谷川、八木。 

元東海の池野輝昭君、秋重元担当主事、坂本元総主

事、鳥居良照君、服部元担当主事、吉田一誠君など 

懐かしい顔ぶれも。 

  

 今年は深谷 聡君（名古屋ク）の尽力で打楽器奏

者の本多正典さんとナノ・セコンドの皆さんをゲス

トに招き、皆でいろんな打楽器を叩いたり、シジミ 

（堀里美）さんのフラダンスや川本・城田のガチャ

ガチャオヤジバンドにあわせてキャンプソングを

歌ったり楽しいひと時でした。 

   

勿論、坂口料理長（グランパスク）の多彩な料理、 

十分堪能しました。 

 根の上のシンボルツリー、キ

ジガ原の山桜がピンチです。今

年の春、いつもなら熊手でかき

集めると山のようになる落ち

葉がめっきり少なく、かなり樹

勢が弱っているようで、杉山君が稲沢の業者に聴い

て肥料と活性剤を緊急投与しました。今後も観察が

必要です。11月 24～25日特別野外例会を予定して 

います。ぜひ、ファミリーで参加してください。 

             ＜八木武志・記＞ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ 第１９回名古屋ＹＭＣＡチャリティラン  ＊ 

＊ 11月 10日（土）10：00～15：00名城公園＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  11月  6日  杉山敏雄君 

       11月 18日  遠藤彰一君 

       11月 21日  服部敏久君 

 メネット  11月 17日  山田育江さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 11月 3 日  深川 直君・康子さん夫妻 

 11月 22日  山田英次君・育江さん夫妻 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

 Public Relations&Wellnessです 

「ワイズデーは外部に活動報告をアピールするよ 

い機会です。行政・他団体と積極的に関わりを持ち 

幅広く広報されるような活動を行いましょう。」 

西日本区広報事業主任 

      吉村秀喜君（長浜クラブ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇10月例会で浅野君の「根の上の今後」について 

のスピーチ、「東海クラブ五つの信条―次代のため 

に」青少年のためにＹＭＣＡにつくそう、今のＹＭ 

ＣＡの存在意義は青少年の育成にある。 

◇ワイズの働きの場も次代を担う青少年の成長に

力を注ぐことにある。根の上キャンプ場がＹＭＣＡ 

に集うリーダーたちの研修の場となり、親睦の場と 

なることを願っている。 

◇キャンプの教育的価値の高いことと経済的観点

からの評価とは必ずしも一致はしない。コストと言

う面だけで教育は評価できない。 

◇大局的に観て、将来に夢を描く、ユースの育成に 

こそＹＭＣＡやワイズの役割がある。 

◇一人ひとりの力は小さくてもできることを積み

重ねていこうと思う。     （八木武志・記） 

 会費納入のお願い 

  会費（月額） 7,000円  （年額） 84,000円 

  一般会計 振込銀行口座 

   三菱東京ＵＦＪ銀行鳴子（なるこ）出張所 

   普通３５４２６１０ 

   口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ 
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Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○ ○   

3 伊藤 貴久 ◎       

4 遠藤 彰一   ⑧    

5 柴田洋治郎 ○ ○ ④ ○   

6 菅沼 東平       

7 杉山 敏雄  ○ ○ ○   

8 鈴木 一弘 ○ ○ ○     

9 鈴木 孝幸 ○      

10 鈴木 浩之       

11 野村 秋博 ◎ ○ ○     

12 橋爪 良和  ○  ○   

13 長谷川和宏 ○ ○ ○ ○   

14 服部 敏久 ○      

15 東田 美保 ○ ○  ○   

16 深川 直  ○  ○    

17 松本 勝 ◎ ○     

18 八木 武志 ○ ○ ○ ○   

19 山田 英次 ○       

20 山村 喜久 ○  ⑥    

◆2012～2013年度クラブ役員 

会 長：鈴木一弘 副会長：山村喜久 書記：八木

武志 直前会長：柴田洋治郎 一般会計：深川 直 

特別会計：鈴木浩之（浅野猛雄） 会計監査：浅野

猛雄 連絡主事：東田美保 メール委員：鈴木一弘 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・伊藤貴久 

ＥＭＣ：浅野猛雄・山田英次  地域奉仕・環境：

松本 勝・服部敏久  交流：野村秋博・橋爪良和・

鈴木孝幸  ファンド：山村喜久・遠藤彰一 

広報・ブリテン編集：菅沼東平・深川 直・八木武

志  （発送）：浅野猛雄：長谷川和宏 

根の上担当：山村喜久・杉山敏雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区役員・委員・中部役員 

メネット事業主任：野村靖子 メネット書記：松本

淳子 メネット会計：杉山由香里  ワイズメンズ

ワールド編集委員長：野村秋博  区組織検討安全

対策委員：鈴木孝幸  中部直前部長：長谷川和宏 

中部ＥＭＣ事業主査：松本 勝

                                                 


