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「メンバースピーチＭＡＸ」

5 月第１例会 5 月 10 日（金）ラ・スース ANN

5 月の第 1 例会は、いつになくやむを得ない事情

により出席が叶わなかったメンバーが多く、寂しい

例会になるかと思われましたが、多くのゲストをお

迎えし、いつものように賑やかな楽しい例会となり

ました。ゲストの顔ぶれは、現在京都プリンスクラ

ブの副会長で4月から転勤で名古屋在住となった荒

木利彦君、名古屋ＹＭＣＡスタッフの牧氏、名古屋

YMCA 地球市民認定リーダーの小林舞さん、インタ

ーアクトクラブで活躍中の渡辺彩加さん、大沼まな

みさん、冨野ミカさんの 3 名の高校生でした。

今回は都合により卓話講師を呼ぶことができず、

「メンバーズスピーチＭＡＸ」と称してメンバーと

ゲストから 4 組のスピーチを聞くことにしました。

最初に、次期会長の山村喜久君が会長としての抱

負とメンバーに期待するこ

と、次年度の活動について熱

く語られました。活動の目玉

として 9月ごろ韓国の大田ク

ラブを訪問する計画を練っ

ているとか、今から期待が膨らみます。

2 番手は名古屋 YMCA
地球市民認定リーダーの

小林舞さん。活動報告と活

動に寄せる思いを聞くこ

とができました。

3 番目は深川直君が大船渡の山浦さんという方が

個人で訳した「ケセン語聖書」を紹介しました。

最後の締めは、名古屋インターアクトクラブで活

動中の高校生による活動報告と活動を通して学ん

でいることをお聞きしました。

また、長谷川和宏君から第 16 回西日本区大会の

準備状況の報告と協力の要請がありました。

   （深川 直・記）

⇐ 京 都プ リン スク ラブの   

荒木利彦君、名古屋在勤中はメー

クアップに東海の例会にどうぞ。

会長メッセージ ⑫

   会長  鈴木一弘          
プロレス・格闘技ファンに

とって、6 月とは、今から 37
年前のプロレスラー対ボクサー

の「世紀の凡戦」が苦い思い出

だ（笑）。寝たままの猪木、逃げるだけのアリ、60
歳以上の方ならご記憶があるかもしれない。

私の仕事は大学・高校の講師、学生 YMCA やイ

ンターアクトクラブで大学生・高校生のボランティ

ア指導など。ある与えられたユースグループ、小集

団のトップもしくはコーディネーターといった役

割だ。＜だから往々に勘違いをして「天狗」になり

やすい＞、が＜自覚している、自戒している＞「私

の傾向」だ。

  名古屋東海クラブに所属していること、年配のワ

イズメンと同席し、ときには叱責を受けること。こ

れは私にとって貴重な、得難い経験、学びの時だと

最近は思い始めている。

猪木・アリ戦のチグハグさは、普段は「やらせ」

の世界にいる猪木がアリに「真剣勝負」を挑み、

「ショーのつもりで来日したアリが、それを受け

た」が真相らしい。ある直木賞作家は「ゾウリムシ

が『本当のオレは・・』と蝶に挑んだ」戦いと評し

た。東海クラブの中では私はまだまだ世間知らず・

・・あと１ケ月のお支えをお願いします。また、会

長メッセージも本稿が最後、八木書記を始め、編集

の方々に深く感謝を申し上げます。

日和田高原キャンプ場30周年記念式

5 月 26 日(日)名古屋 YMCA 日和田高原キャンプ場

前日の 25 日(土)から約 80 人

のスタッフ・リーダー、ＯＢ、

ワイズメンが集まり、ワークと

準備、そして前夜祭のバーベキ

ューパーティ。夜は寒かった。

式典は西村名誉理事による

「YMCA に委ねられているも

の」との説

教、中村総主事の 30 年後を考

えるキャンプ、まだ夢はあるぞ。

懐かしいタンク（藤原昇元連絡

主事）も駆け付け総勢 100 人を超す式典でした。
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５月第２例会報告 17 日（金）19：00～20：00

名古屋ＹＭＣＡ 出席 13 名・伊藤ﾒﾈｯﾄ、野村ﾒﾈｯﾄ

①５月の予定：

・京都Ｙチャリティラン：５月 19 日(日)鈴木一

・日和田キャンプ場 30 周年記念式：５月 25 日(土)
～26 日(日) 日和田キャンプ場

・南相馬市「子どもの遊び場」：25～26 日 鈴木一

・名古屋 YMCA 会員の集い（会員総会）：30 日(木)
②６月の予定

・名古屋インターアクト主催 I 愛 I アイアイアイ

フォーラム：6 月 1 日(土)14：00～16：00YMCA
・春の国際協力キャンペーン・街頭募金：６月２日

集合 13：30 三越ライオン像前

・第１例会は西日本区大会が開催される月であるの

で第２例会を６月 14 日(金)として、21 日(金)は西

日本区大会の準備作業にする。

・第 16 回西日本区大会：６月 22 日(土)～23 日(日)
・名古屋 YMCA 総主事就任式：29 日(土)
③次期クラブ役員について（別紙）

メール委員を八木武志書記に変更する。

④第 46 回クラブ総会日程と会場：７月６～７日

名古屋市休養温泉ホーム「松ケ島」（長島）

資料作成は八木書記、原稿は６月末までに

⑤次年度例会日の変更

第１例会：第２木曜日、第２例会：第３木曜日

⑥次年度に IBC の韓国大田クラブ訪問を計画する。

日程は未定、９月頃、３～４泊の予定。

春の根の上まつり：４月 29日(月・祝)

４月より大阪から名古屋 YMCA に就任された中

村隆総主事が根の上キャンプ場を見てみたいと、前

日から「あかまんま」に泊っている我々に合流して

現役リーダーとスタッフとともにやってこられた。

今年は遠藤ファミリーが家族サービスでゴール

デンウィークを韓国旅行とのことで約 10 人の参加

者減となり、42 名の「根の上まつり」でした。

根の上キャンプ場開設 60 年

を記念して吉野桜を 11 本、カ

リンを１本植樹しました。

西村清名古屋 YMCA 前理事長

の開会祈祷で始まり、坂口料理長

の今年は量より質のメニューと

いう豪華版。グランパスクラブの

吉田一誠さんから東日本大震災の支援には、今は現

地へ行くか、東北の物産を買うかだとアピールがあ

り、陸前高田のマスカットサイダーをもってこられ

皆でそれを購入しおいしく飲みました。

また次の根の上まつりは秋、10 月です。

メネット事業 北九州クラブで「こころのケアを

考える」講習会  メネット事業主任 野村靖子

４月 27 日（土）北九州 YMCA で今期８回目の講

習会が開催されました。ホストクラブの田中会長(北
九州クラブ、女性メンバー)は今月のクラブブリテン

の巻頭言で世の中の変化の状況にことよせてワイ

ズメン運動も変わりつつあること、また変わらなけ

ればならないことを主張しておられます。その一つ

の試みとしてこの講習会を位置づけておられます。

講習会を企画しました者として、会長の慧眼に敬意

を表すとともに大いに励まされました。

講習会は毎日新聞の告知もあって一般の若者の

参加をもって会場いっぱいの約５０名の参加者を

得て窓を開けて４時間の講習となりました。終了後

に講師にサインをとテキストを差し出されたのに

は驚きました。

広島 YMCA 米子医療専門学校にて開催：５月 11 日

９回目となる講習会は学生の授業の一環として

開催されました。昨秋の瀬戸山陰部会の折り、この

学校の事務局の竹井様より医療を目指す本校の学

生にも是非聞かせたいと伺っていました。今年入学

した新一年生は４月のオリエンテーションを終え

たばかりです。理学、作業療法士、介護福祉士３学

科の 100 人に米子ワイズの福永部長、メネット主査、

吉岡会長以下６名、岡山クラブより三浦区報編集委

員長と長寿ファンド次期主任と私たち２名を含め

総勢 110 名でした。

朝９時からの授業ですから、前夜の東海クラブの

第１例会をパスして出発しました。岡山で乗り換え

６時間余の長旅でした。

広い体育館の中は寒くて学生も咳をしたりして

いました。眠くなる学生がいると、宗方先生は慣れ

たもので体を動かしたりする運動を取り入れて授

業を進められました。学生たちは震災の DVD を見

るのは初めてとのこと、遠く離れた地にいると知る

機会は限られますから良い機会を得ましたと言わ

れました。すでに勉強している 2～3 年生にも参加

してと希望しましたが現場実習や国家試験があり、

このため3時間も費やせないとの学校側の状況でし

た。講習会後の先生とワイズメンとの懇親会ではい

ろいろ質問が出ていました。
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お誕生日おめでとうございます

メ  ン  ６月 28 日  浅井秀明君

結婚記念日おめでとうございます

６月 18 日  長谷川和宏君・君子さん夫妻

今月の西日本区強調月間は

評価・計画です

「ワイズメンの満足度が向上しただろうか。クラブ

数が増加しただろうか。会員数がいくら増加したか。

数値で見える尺度で評価して、次年度の計画につな

げよう。」

西日本区理事 故成瀬晃三君（名古屋クラブ）

東海クラブだより

◇５月 30 日（木）名古屋 YMCA 会員の集いが開催

された。従来は定期会員総会と呼んでいた。2013
年４月から公益財団法人の認可を受け、新しい組織

となったのだ。

◇財団法人から公益財団法人に変わり何が変わっ

たのか。まだ新しい定款を読んでいないのでよく分

からないが「名古屋青年」５月号によれば①名前が

変わる。財団法人名古屋キリスト教青年会から公益

財団法人名古屋 YMCA に。②組織が変わる。「理事

会と常議員会」から「理事会と評議員会」に。常議

員会は主に総会で選挙された会員代表によって組

織されていた。評議員はどのように選任されるのか。

理事会が業務運営執行の責任を担い、評議員会は理

事・監事の選任、解任の権限を持つとのこと。

◇③公益財団法人は税法上の「特定公益増進法人」

に該当するので法人に対する寄付金は個人の場合

確定申告により所得税の控除を受けることができ

る。（法人の場合は一定額を損金算入できる）

◇④会員制度が変わる。定款には「この法人の趣旨

に賛同し、賛助する個人又は団体を会員とする」と

あるようですが、会員が YMCA の運動（活動）に

どのように参画し、YMCA 運動の担い手としての役

割を果たすべきなのか。組織上のポジションが今一

つ分からない。今後の施行細則の制定が急がれると

同時に会員の意識向上と深い議論が必要である。

◇新しく中村隆氏が名古屋 YMCA の総主事に就任

された。大いに期待をするとともに加藤明宏前総主

事に今までの働きに感謝したい。（八木武志・記）
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Fund

Point

1 浅井 秀明 広義会員

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○ ○ 2,850
3 伊藤 貴久 ◎ ○ ○ Ｍ 16,950
4 遠藤 彰一 ○ Ｍ 12,300
5 柴田洋治郎 ○ ○ ◎ ○ 22,100
6 菅沼 東平 ○

7 杉山 敏雄 ○ ○ ○ 15,800
8 鈴木 一弘 ○ ○ ○ ○ 6,350
9 鈴木 孝幸 ○

10 鈴木 浩之

11 野村 秋博 ◎ Ｍ 9,200
12 橋爪 良和 ○ ○ ○ ◎ 5,400
13 長谷川和宏 ○ ○ ○ ○ 6,600
14 服部 敏久 ○

15 東田 美保 ○ ○    550
16 深川 直 ○

17 松本 勝 ◎ Ｍ 12,200
18 八木 武志 ○ ○ ○ ○ 4,200
19 山田 英次 ○

20 山村 喜久 ○ ○ ⑥ 1,700
◆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

                                                


