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「第 16回西日本区大会」in名古屋 

６月第１例会 ６月 22日（土）～23日（日） 

 四日市クラブと名古屋クラブがホスト、中部 7ク 

ラブがコホストクラブとして東西日本区、海外のワ 

イズメン、メネットあわせて 816名の参加で開催さ 

れた。当初の目標 700名をはるかに超える登録に、 

初日の会場の名古屋能楽堂の定員をどうやって守

り大会を進めるのか、実行委員会に大きな課題とな 

った。会場担当委員の鈴木誉三君（プラザ）と長谷

川和宏君（東海）は会場の能楽堂とウェスティンホ 

テルに足を運ぶこと数十回に及んだ。実行委員長の 

若松芳弘君（四日市）を始め中部 9クラブの実行委

員が検討を重ねた。小さな器に溢れるワインをどう 

納めるのか。もうやるっきゃない。中部一丸となっ 

て来場のワイズメン、メネットを心から迎え、喜ん

で帰っていただけるよう願うだけだ。 

 21日(金)の夜、ウェスティンで前夜祭。一方能楽

堂では午後から大会パンフレットなどの袋詰め作

業と夜は大会のリハーサル。 

 22日(土)早朝、実行委員など集合。ウェスティン 

で開催される役員会、準備役員会、代議員会、メネ 

ットアワーなどの準備。能楽堂での大会登録受付の 

準備や路上の会場案内の体制づくり（浅野君を筆頭 

にＹリーダーやインターアクトの高校生も）が始ま

る。さあいよいよ始まるぞ。 

 午後、能楽堂での受け付けが始まる。橋爪君や服

部庄三君（グランパス）など入場整理の担当は皆が 

ちゃんと着席できるかひやひや。 

 開会の案内と司会の川本龍資君（名古屋）のアナ 

ウンスで故成瀬晃三理事に黙祷を捧げる。 

 九州部を先頭に各部長と会長によるバナーセレ

モニーが始まる。最後の中部、荒川部長、鈴木一弘 

会長、一年間の締めくくりご苦労さまでした。 

 開会宣言、点鐘は高瀬稔彦理事代行(次期理事)。 

 野村秋博名古屋YMCA理事長の挨拶の後、来賓 

祝辞の河村たかし名古屋市長は上前津時代のYMC 

Aのヘルスクラブの会員として活動されていた。 

 メモリアルアワーで一年の間に逝去されたワイ

ズメンの方々のそれぞれのお働きを偲び、改めて感

謝の思いであった。金沢クラブの山谷澄さん、山内 

健司さん、名古屋クラブの成瀬晃三さん。 

 各部部長報告は各５分ずつで十分には報告でき

ないので８月の区報や部会で詳しく聞きましょう。 

会長メッセージ ①  

 会長 山村喜久               

2013~2014年度 

 会長主題 

「何にでも challenge」 

 ２度目の会長にチャ

レンジすることになりました。会長の主題に「何に

でも challenge」とし、最初の会長の時は何も分か

らぬうちに一年が過ぎてしまいましたので今度は

いろんなことに挑戦して行きたいと思います。 

まず、ＩＢＣのテジョンクラブとの交流を考えて 

います。９月に３泊４日の日程でテジョンクラブの 

例会日に合わせて訪問する計画です。 

 ワイズ活動の素晴らしいところは人のつながり。 

東海クラブだけでなく、名古屋に５クラブ、中部 

が９クラブ、西日本区 87クラブ、東日本区 65ク 

ラブ、世界にはいくつあるのだろう。 

 積極的に他クラブのワイズメンと交わりをもっ

て人の輪を広げましょう。 

 取りあえずは８月の中部部会（金沢）に参加しま 

しょう。 

 私の今年度の方針、計画は６・７日のクラブ総会 

（裸で語り合う会）で発表します。 

愛知県が誇る狂言方和泉流の狂言を楽しんだあ

とは会場をウェスティンホテルに移し、懇親会。 

 今大会の目玉はドアプライズ（大抽選会）、収益 

は YMCA 同盟の東日本大震災支援活動などに送ら

れ、鈴木孝幸君のアイデア。歌手のノアさんのステ 

ージ、根の上まつりでお馴染みの堀里美さんのグル 

ープによるフラダンスなどを楽しみ、歓談の輪があ 

ちこちで開き、フェローシップアワーへと続いた。 

 二日目 23日（日）はウェスティンを会場に、聖 

日礼拝のあと各主任による報告と表彰、YMCAサー 

ビス・ユース事業で下村明子主任（グランパス）か 

ら最優秀クラブ賞が奈良クラブの胎中廉啓会長に 

贈られた。なお、交流事業の最優秀クラブは四日市 

クラブでした。 

 理事・役員引継式が厳粛に執り行われ、第 17代 

西日本区理事に岩国みなみクラブの高瀬稔彦君が 

就任した。 

＜東海クラブの表彰＞ 

YMCAサービス献金 100％達成・EMC出席率 90％ 

CS・TF・FF献金トリプル達成・BF100％達成 
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 ６月第２例会報告 14日（金）19：00～20：00 

ラ・スースANN 出席 14名 メネット：3 

ゲスト：荒木利彦君（京都プリンスクラブ） 

①５月の報告： 

・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 

・名古屋YMCA会員の集い（会員総会）：30日(木) 

  永年継続会員表彰・長谷川和宏君(10年)、鈴木

孝幸君(40年) 

②６月の報告 

・春の国際協力キャンペーン・街頭募金：６月２日 

③６月の予定 

・第 16回西日本区大会：22・23日 

 前日及び当日の役割について長谷川君から別紙 

 により説明があった。 

・名古屋YMCA総主事就任式：29日(土)14：00～ 

 ガーデンパレス（錦三） 

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） 

 出欠は浅野君が取りまとめ、会場との連絡。 

 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。鈴木孝幸 

 君が大田クラブの安さんと連絡し日程を立案。 

⑦東北支援夏祭り(南山夏祭り)：７月 15日(祝) 

⑧日和田開設ワーク：７月 20日(土)～21日(日) 

 

2013年名古屋 YMCA会員の集い：５月 30日 

 野村理事長 

「みんな YMCA 大好

き！」  

 

会員継続10年の表彰： 

長谷川和宏君 

春の国際協力キャン

ペーン・街頭募金 

 ６月２日（日） 

栄・三越前とラシック 

前で、ほかに名駅前と 

金山 

「こころのケアを考える」講習会を閉じる 

     西日本区メネット事業主任 野村靖子 

 一年間“よく頑張ったね”との慰労のメールの山 

を処理しながら、事業主任終了の実感を味わってい 

ます。 

 東海クラブのメン、メネットの皆さま、ご支援心 

から感謝申し上げます。皆様の物心、両面からのお 

支えがあってこそYMCA発の初めての「こころの 

ケア」の試みが出来ました。 

 全てが、思いつき、考えながらの連続であった

2012～13 年度のなかにあって、後年まで残るべき

プログラムとして記録されるであろうと考えると

企画、立案した者として自ずと心意気に感ずる次第

であります。 

 最後になりましたが、松本淳子書記、杉山由香里 

会計の娘世代のお二人に助けられてゴールに辿り

着くことが出来ました。改めてお礼申し上げます。 

 

次期メネット主任にバッジの引き継ぎ 

高瀬稔彦次期理事の

宣誓と就任挨拶 

 

＊とってもショックな

こと：区大会の初日、懇親会が終わり、ホテルの部

屋で手ぶれの写真を消去していたところうっかり

全画像消去してしまい、去年の７月以降の東海クラ

ブ活動記録写真すべてパア。いろいろ手をつくし、 

やっと回復させた。鈴木会長のバナーセレモニーの 

写真が間にあった。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ   ン  7月 25日  八木武志君 

メネット  7月 13日  松本淳子さん 

今月の西日本区強調月間は 

Kick－off・EMC－Cです 

 新しい年度、新しい会長のもと、今年こそ新しい 

仲間を。例会にゲストをいつも、たくさん迎え楽し

い例会を計画しましょう。 

西日本区理事 高瀬稔彦君（岩国みなみクラブ） 

東海クラブだより 

◇アベノミクス効果だの、ジェットコースター並み 

の株価乱高下のニュースの中で、明るい話題が日本 

政府が推薦した東海のシンボルの山・富士山が世界 

遺産に登録されたことだ。早速、登山客の増加や旅

行ブームのお祝いの動きやゴミやトイレの環境課

題が山となって押し寄せる。1994 年以来、環境団

体などが登録を目指してきた努力がようやく実を

結んだことはうれしい。 

◇美しい自然と心の遺産が富士山の姿なら、ボラン

ティアに勤しむ我々の遺産は、様々な活動を通して 

得られるつながりであろう。社会人のみならず、名

古屋YMCA、インターアクトクラブの若い高校生、 

大学生のメンバーが得難い体験を重ねて、社会から 

学ぶことは将来への成長の布石と確信したい。「今 

どきの若い者は・・」は禁句、若いから未来の扉を 

押し開く力があると思う。 

◇「未来の遺産」を切り開く若いパワーで日本の再

生を叶える。政治より先にマンパワーで新しい日本 

が実現できるよう次世代層に期待したい。 

東日本大震災の復興は、残念ながらまだまだと聞く。 

原発の廃炉工程は数十年も先である。将来、今の復 

興世代が社会の中心となり、一刻も早く「負の遺産」 

を解消してくれる日が来て初めて、再生と希望の日 

が明るく昇ると信じたい。 （菅沼東平・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）支店 

   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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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○   2,850 

3 伊藤 貴久 ◎  メ   16,950 

4 遠藤 彰一   ○   12,300 

5 柴田洋治郎 ○ ○ ◎   22,100 

6 菅沼 東平   ○JICA Ｍ  

7 杉山 敏雄 ○ ○ ◎   15,800 

8 鈴木 一弘  ○ ○    6,350 

9 鈴木 孝幸 ○ ○ ◎    

10 野村 秋博 メ ◎ ◎    9,200 

11 橋爪 良和  ○ ◎    5,400 

12 長谷川和宏 ○ ○ ○    6,600 

13 服部 敏久 ○      

14 東田 美保 ○ ○ ○ ○     550 

15 深川 直 ○       

16 松本 勝 ◎ ◎ ◎   12,200 

17 八木 武志 ○ ○ ○ ○   4,200 

18 山田 英次 ○  ○     

19 山村 喜久 ○  ○ ○   1,700 

 メネット ３  ７    

 ゲスト １      

◆2013～2014年度クラブ役員 

会 長：山村喜久 副会長：松本 勝 書記：八木

武志 直前会長：鈴木一弘 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和 会計監査：・・・・ 

連絡主事：東田美保 メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：野村秋博・山田英次 

ＥＭＣ：鈴木孝幸・深川 直 地域奉仕・環境：柴

田洋治郎  ファンド：伊藤貴久・遠藤彰一 

交流：服部敏久・橋爪良和（奈良）・杉山敏雄（御

殿場） 広報・ブリテン編集：長谷川和宏・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・浅野猛雄・杉

山敏雄・八木武志  メネット連絡員：松本淳子 

 

◆西日本区委員・中部役員 

メネット事業委員：野村靖子 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 中部地域奉仕事業主査：鈴木一弘

                                                 


