
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会長主題    「言葉より行動を」      IP Isaac Paiathinkal （インド） 

アジア地域会長主題 「未来を始めよう、今すぐに」    岡野泰和 （大阪土佐堀） 

西日本区理事主題  「響きあい、ともに歩む」       松本武彦 （大阪西クラブ） 

中部部長主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう   大西博昭  （四日市クラブ） 

クラブ主題     「限りなき熱情を奉仕に」 

 

 

 

会長標語  ひとり一人の持ち味を活かして活発なクラブを 
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「今日における幼児教育の課題」 

渡辺徹朗氏（YMCA かみさわ保育園園長） 

11 月第１例会  11 月 14 日（金）神沢YMCA 

 11 月第 1 例会は YMCA

かみさわ保育園での例会

でした。今春開設した名古

屋 YMCA の第 3 の拠点で

す。新しい YMCA を東海

クラブのメンバーの皆さ

んにも是非知ってもらいたいという願いもありま

したが、残念ながら参加者はいつもの例会より遥か

に少なく 9 名という結果でした。神沢はやはり遠か

ったのでしょうか。講師は渡辺徹朗園長にお願いし

ました。テーマはちょっと硬く「今日の幼児教育の

課題」でしたが、顔ぶれを見てか、先生と YMCA

のかかわりを中心に、ニューヨークYMCA、とりわ

けフォルストバレーYMCA（キャンプ場）で経験さ

れた環境教育を中心とする「ウェルネス」プログラ

ムについてお話下さいました。 

 YMCA が育んできた価値観や、感動を呼び覚ます

取り組みを次代にどのように継承し、また創ってい

くのか？YMCA に集うものへの呼びかけと受け止

めました。 

 質疑の中で、新設保育園が抱える近隣トラブルが

話題となり、名古屋市の施策で新設される保育園は

地域の理解を十分得てから作られるほどの時間的

余裕はなく、ある日突然工事が始まり、半年後には

保育園が突然出現します。かみさわ保育園も、その

ようにして出来た経緯があり、一部の処で摩擦があ

り、ある事ないことがツイッターで流されるとか現

場では苦労があるようです。昨今テレビ等でも首都

圏での話題として採り上げられましたが、子どもは

地域の宝で、保育園だけでなく地域の見守りの中で

育つものだと思う時、近隣の理解は不可欠なもので

す。子どもの声がうるさいと思われる人もいれば、

子どもの声を聞くと元気になるという人もいます。 

難しい課題ですが、日々こちらが心を開いて挨拶を

繰り返すような取り組みを根気よく続けること以

外に道はないかと思えました。そして保育園だけで

なく YMCA がそこにあるのですから、その働きが

近隣の理解を得るために側面から応援できること

を願っています。 

             （松本 勝・記） 

会長メッセージ ⑤  

    会長 松本 勝               

2014~2015年度 会長主題 

「一人ひとりの持ち味を

活かして活発なクラブを」 

 

 東海クラブが第１回からずっと後援をしている 

YMCA のプログラムがあります。今年で３８回を 

迎えるクリスマスカードコンテストです。 

 第１回目にカードとして制作された作品は子ど

も達 10 人近くが靴下を枕元に置き、寝ている姿を 

サンタが上から見ているような情景を絵にしたも

のでした。翌年はサンタがスペースシャトルにプレ 

ゼントを満載して運んでいる絵だったのではない

かと思います。時代を反映した絵、ほのぼのとした 

家庭を映し出す絵、クリスマスへの期待を一面に描

いた絵、毎年素敵な作品が寄せられます。 

 このプログラムは当時の美術教室の講師であっ

た画家の上野ミチオ先生の熱いリーダーシップで 

始まりました。当時はまだセントラルパークは無く 

松坂屋の食堂近くの掲示スペースに優秀作品を展

示していたものでした。そしてカードとして制作さ

れた作品は平和の願いを込めて名古屋から世界の 

YMCA に送ろうというものでした。そこで「平和

の使者」クリスマスカードコンテストと名付けられ

たのだと思います。 

 世界中に争いの絶えない中、平和憲法を勝手に解

釈する無謀が進むなか、もう一度このカードコンテ

ストの意義をとらえなおす時かもしれません。 

 

ＹＭＣＡ便り   連絡主事 浅野麻琴 

2014～15ＹＭＣＡ国際協力募金が始まっています。 

   ～名古屋ＹＭＣＡクリスマス献金～ 

全ての人が生命の大切さを感じ、他の人々へのい

たわりと分かち合いの気持ちを持ち、ともに生きる

社会のために捧げられるクリスマス献金です。その

献金をもとに今年も様々な支援プログラムを実施

していきます。 

①パキスタン・ラホールへの国際協力支援 

②青年の海外交流とユースリーダー養成  

③クリスマスキャロル in セントラルタワーズ支援 

④平和の使者クリスマスカードコンテスト支援 

 １月末まで窓口または連絡主事で受け付けてい

ます。ご協力ください。 
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東海だより 

今月のインターアクトクラブ☆ 

               鈴木一弘 

11 月 1 日（土） 

 第 21 回名古屋YMCA チャリティーラン 

 雨の中の疾走も、コスチューム賞獲得ならず 

    
11 月 8 日（土） 熱田イオンにて 

 コスプレで赤い羽根募金を呼びかけました。 

   
 

第２１回チャリティーラン２０１４ 

11 月１日（土）名城公園 柴田洋治郎実行委員長 

 結果が固まりましたので報告します。 

 チームエントリー 62 チーム（前年比＋５チー

ム）但し、実質走ったのは 49 チーム 

 個人エントリー 22 人（前年比―10 人） 

 寄付金額 4,191千円（前年比＋572千円 16％増） 

 経費を除いた支援金額 3,685 千円（前年比＋538

千円 17％増） 

 以上の結果となりましたが、悪天候にも拘らず、 

総じて極めて良好な結果と思われます。 

 今回は雨中での開催でしたが、過去 20 回雨天で 

の開催が殆どなかったということで、事前の雨対策 

は無く、突然のスケジュール変更、会場及びコース 

変更等を余儀なくされ、一部混乱も招きました。こ 

れに加え、新規協賛者の増加により、YMCA スタッ 

フに殆ど任せていた事務処理が追いつかず、今後は 

よりボランティアレベルでの事務作業への応援も

必要との認識に達しました。最後の実行委員会にお 

いて、以上のような各種の反省材料が指摘されまし 

たので、これを課題として、次年度以降の大会の更 

なる質の向上を図ることが確認されました。 

 いずれにせよ、雨の中でのイベントにも拘らず、 

多くのワイズメンの皆さんに従来同様に応援いた 

だいたことに厚く御礼申し上げます。 

 ＜写真は中部ホームページをご覧ください＞ 

名古屋 YMCA体育リーダーOB会に出席して 

 1970～90 年代に英語学校・予備校の教育事業と並ん

で名古屋 YMCA を引っ張っていたのは体育事業でし

た。その中心に 20 代、30 代の学生や社会人の体育リ

ーダーと呼ばれる一団がいた。 

 YMCAの世界にOB会なる概念が成立するのが不思

議だが、時を経ること凡そ 30 年、40 年。今年もその

当時のボランティアリーダーと YMCA 主事、指導職

員の仲間が、遠来者を含め 50 余名が 11 月 15 日（土） 

名古屋の街に参集した。40～80 代までまさに壮観であ

った。アゴ、モヤシ、キムコ、アンディ、ホネ、ヒト

デ、キツネ、プリン、ギョロ、カラス、スギッチョン、

クラゲ、トナカイ、ポパイ、バナナ、そしてテルハ・・・ 

いずれもニックネームで呼び合った仲間たちである。 

 満席の会場では、一様に青春時代を過ごした名古屋

YMCA を懐かしむ声、同時にお互いの健在ぶりと近況

を確かめ合う歓声、一方では今日の名古屋 YMCA の

所在や活動ぶりを探す声も。それに応えて現在も会員

の者からは会員としての活動参加を勧め、今の名古屋

YMCA の活動アピールもあった。 

 あっと言う間の数時間ではあったが、それにしても

＜体育リーダーOB 集合！！＞の一声で、ぱっと 50～

60 人が集まるグループは今の名古屋 YMCA にはなか

なか見当たらない。世話人の方々には感謝の他はない。 

 世話人代表の加藤渡氏はかっての YMCA 主事、ワ

イズメン（東海ク）で、いまも YMCA 会員である。 

 少年部リーダーの OB も近年集まっていると聞く、

他にも教育部、青年成人部など数えきれないほどの多

くの人が名古屋 Y から巣立っていった。OB（オール

ドボーイ）ではなく YM（ヤングマン）としてそれぞ

れの年代で相応しく参加できる YMCA を目指してい

る名古屋 YMCA のはず、今回の集いには残念ながら

現役の YMCA スタッフの姿はなかった。今後はスタ

ッフへの働きかけ、いや逆にスタッフからの働きかけ

こそがおおいに望まれ、これが今日の「壁」を突き破

るカギにもなると感じつつ帰路についた。  

      （長谷川和宏・記） 
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット  12 月 31 日  深川康子さん 

 

今月の西日本区強調月間 

  EMC－E YES 

「E は Extension（新クラブ設立）。YES は、新ク

ラブ設立を支援する基金です。この献金で集められ

た資金の２/３は、集められたエリアに戻され、エリ

アの中で使われます。」 

西日本区 EMC 事業主任 

河原正浩君（京都トップスクラブ） 

 

１１月第２例会報告 21 日（金）19：00～21：00

名古屋 YMCA 会議室出席９名ゲスト大西中部部長 

①12 月第 1 例会（クリスマス祝会） 

 12 月 14 日（日）18：00～ ラ・スース ANN 

 会費：6,000 円（高校生以下 3,000 円幼児無料） 

 招待：卓話講師名古屋インターアクト及びユース 

②今後の予定： 

 12 月第 2 例会：12 月 19 日（金）YMCA 

 12 月第 3 例会：12 月 26 日（金）シルクロード 

 クリスマスカードコンテスト表彰式：12 月 20 日 

 クリスマスキャロル：12 月 23 日（祝）名駅前 

 1 月第 1 例会：1 月 9 日（金）オークション 

③YYフォーラムは名古屋YMCA大会の第2部とし 

 てジョン・ギャスライト氏の講演会として実施す 

 る。ワイズを紹介する印刷物を作成する。 

④第 21 回名古屋 YMCA チャリティーラン 

 昨日の実行委員会で支援金は 400 万円を超えそ 

 うだとの報告があった。 

⑤じゃがいもファンドについて 

 運賃などの高騰で益金が非常に少なくなってい 

 る。次年度については検討の必要がある。 

 今年の売上 205,700 円ファンドは 27,338 円 

⑥次期会長の選出について 

 候補者指名委員会（会長・副会長・書記・会計・ 

 直前会長）で検討の上、12 月第 3 例会で発表 

⑦大西中部部長から 29 日開催の中部評議会の議題 

 について協力のお願い（中部 200 推進委員会の

件）。基金のクラブ負担について意見を求めた。 
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1 浅井 秀明 広義会員    

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○ ○ ○   265 

3 浅野 麻琴 ○ ○ ○  ○  

4 池野 輝昭 M ○     

5 遠藤 彰一 M    ○   784 

6 柴田洋治郎 ○ ○ ○  ○    265 

7 杉山 敏雄 ○      2,032 

8 鈴木 一弘 M  ○  ○   

9 鈴木 孝幸       1,546 

10 野村 秋博 M    ○  7,449 

11 橋爪 良和 M ○ ○  ○    762 

12 長谷川和宏 ○ ○ ○  ○    646 

13 服部 敏久 ○      

14 深川 直 M        922 

15 松本 勝 ○ ○   ○    265 

16 八木 武志 ○ ○ ○ ○ ○    392 

17 山田 英次 Ｍ  コ      773 

18 山村 喜久 ○ ○  ○ ○  1,916 

 メネット       

 ゲスト  1  １   

＊Fundpoint：ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 127 ｶﾎﾞﾁｬ 138＋切手（野村） 

◆2014～2015 年度クラブ役員 

会 長：松本 勝 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山村喜久 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：松本 勝 

YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘 

ＥＭＣ：山田英次・服部敏久  地域奉仕・環境：

野村秋博・池野輝昭 国際交流：長谷川和宏・鈴木

孝幸 国内交流：橋爪良和（奈良）・杉山敏雄（御

殿場）ブリテン編集：長谷川和宏・深川 直・八木

武志・浅野猛雄 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 

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 YMCA サー

ビス・ユース事業主査：山村喜久

                                                 


