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「ワイズメンズクラブの明日」
～東海クラブの明日を考える
２月第１例会

2 月 13 日（金）ＹＭＣＡ会議室

今 月の 第１ 例会
は タ イム オブ ファ
ー ス トで 食事 なし
の例会でした。毎月
の 第 １例 会で はメ
ン バ ー同 士が テー
マを持って話し合うことはないので、今回は時間を
とりメンバー同士で話し合いたいと 4 つのテーマに
ついてグループに分かれて話し合いをお願いしま
した。テーマ①は中部ＥＭＣ推進 200 チーム委員の
選出について。②は次年度ＤＢＣのホストとなるの
で、その時期や内容について③は次々期に迎える５
０周年事業について。④は東海ワイズメンズクラブ
の今後の在り方についてでした。以下は話し合いの
素材であったカードに書かれたことの集計とその
話し合いの報告です。
①の結果は以下の通りでした。長谷川 3、山村 2、
柴田 2、鈴木一 1、山田 1、鈴木孝 1.
②については９月 12 日（土）
・13 日（日）若しく
は 10 月３日（土）
・４日（日）を候補日として奈良・
御殿場両クラブに都合を打診することにしました。
近郊なら犬山が候補地で挙げられました。
③については記念式典・パーティー・被災地支援コ
ンサート等の特別行事の提案が 10 件ありました。
また、記念誌の制作・ブリテンの整理という活動を
記録化する提案が５件。リーダーを被災地やユース
コンベンションに派遣する。記念寄付（献金）とい
う提案もありました。具体化の資金と工程と担当者
について今後詰めていく必要がありそうです。
さて④ですが、まず東海クラブの良いところを聞
きました。メンバー同士の交わりの良さに関するも
のが８件、仕事以外の交流が出来る、ネットワーク
が出来る等を加えると、良い人間関係を基とするも
のが 14 件と圧倒的でした。また、みんなが力を合
わせてＹＭＣA のサポートを継続しているというよ
うな内容が８件でした。
次にクラブ活動の障害になっていることを尋ね
ました。これは課題克服と裏腹の関係です。ここで
多かったのは、ワイズ（活動）情報の発信不足、そ
の結果、世間の認知度が低いという指摘でした。
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また、メンバーの姿勢が受身という指摘やワイズ
活動にかかる費用が障害になるという指摘もあり
ました。メンバー獲得を意識して寄せられた記述に
はメンバーは数カ月に一度はゲストを呼んでくる
ようにしてはどうか。かつてのリーダーが近寄れる
場所（機会）の提供等の提案がありました。
以下はこれを踏まえ、私の個人的な考えですが、ワ
イズの難しさのひとつはワイズは個人的な社交あ
るいは同好のサークルではない処にあります。世界
大の組織であるための約束事と維持システムに縛
られているということです。我々は身近に見えるＹ
ＭＣA を通して奉仕しようとしているのであって、
ワイズの組織維持のために様々な負担をしている
のではないと考えるなら（我々が拠出している資金
をもとにＹ－Ｙs の協力関係があるとしても）これ
は個別のクラブにとっては大きな課題です。しかし、
この課題は今日明日に解決のつくものではないよ
うです。一方足元の我がクラブの日常を振り返ると、
カードにもあったのですが、出席率にこだわり過ぎ
ると居づらくなるとか、新入会員と親しくなるには
時間を要するので、それまでに疎外感を与えること
があるのではないかという指摘は心すべきだと思
いました。
我がクラブでは、ワイズ魂を凝縮した（と私は思
っています）
「東海ワイズ五つの信条」を継承する
後継者を獲得し、５年後、１０年後、２０年後に繋
げていくことが大きな課題だということは暗黙の
了解事項となっている気がしますが、今年平均年齢
６６歳を迎えるクラブとしては危機感を持ってこ
の課題を再確認しつつ、中部ＥＭＣ200 に呼応し、
喫緊のテーマとし、粘り強く後継者獲得に取り組ま
なければなりません。次に求められる具体的な取り
組み方の検討と駄目元で失敗を恐れないで行動す
る覚悟だと思います。
（会長松本 勝・記）

会長メッセージ ⑧
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」

ＹＭＣＡ新会館（池下）へ移転
４月１日（水）より池下の会館がスタート、開館
式は４月４日（土）に予定されています。今会館の
内装工事の真っ最中です。５階がボランティアセン
ターでワイズの例会は５階で行います。
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東海だより
ＡＣＣＪ（在日米国商工会議所）
中部支部主催の新年会に参加して
柴田洋治郎
去る１月 23 日に、柳橋のレストランにおいて表
記の新年会が開催されました。YMCA 宛て新年会の
お誘いがあったので、昨年の YMCA チャリティー
ランに対する寄付金の御礼も兼ね、チャリティーラ
ン実行委員の立場で、私がこのパーティーに参加す
ることとしました。このパーティーは立食形式で、
形式ばらないものでしたが、名古屋米国総領事館の
主席領事や名古屋市長も顔を出されました。
当日の参加者は ACCJ の会員（企業）及び私ども
のような寄付受領者団体が主体です。勿論、米国人
が多く、殆どのスピーチは英語でなされたため、私
の語学力では、冒頭行われた ACCJ の事業報告は理
解困難でした。
日本側の被支援者は社会福祉法人、慈善団体で主
に障がい者支援団体の方々が多く、ACCJ が主催す
る‘WALKATHON‘のチャリティーで集められた
浄財の寄付を各々受けています。WALKATHON は
毎年、愛・地球博記念公園で開催され、昨年の寄付
実績は７百万円（YMCA のチャリティーランは約
４百万円）で、第２４回目の今年は５月 17 日（日）
に同地で開催予定です。このイベントは、参加費が
２千円と負担も少なく、走ることもないので誰でも
参加できます。私も、チャリティーランとの類似点
が多いこのイベントが参考になると思い、一昨年よ
り参加しています。関心のある方はホームページで
ご確認ください。
YMCA チャリティーランは正式には‘インター
ナショナル‘チャリティーランです。私は常々、国
際と謳っているのであれば、もっと外国の方々にも
呼びかけたらと思っていました。そこで、YMCA チ
ャリティーランの支援者でもある団体が会員とな
っている ACCJ に、チャリティーラン支援のお願い
をしたところ直ぐに快諾を得ました。
YMCA、ワイズとも欧米が発祥の地であり、更に
欧米社会は日本に比し、社会貢献活動の歴史も長く
理解も深いと思われます。隣人愛、国際協調は YM
CA、ワイズの考え方にも合致することから、身近
な在日外国人にも、チャリティーランに限らず、Y
MCA、ワイズの活動を理解していただく、より多
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くの機会を設ければ成果を得易いのではと感じま
した。又、この会の中で感じたことですが YMCA
の名称は ACCJ の関係者誰もが承知しているのに
残念ながら、ワイズはそうではありませんでした。
できれば YMCA を冠した行事については在日外国
人にも PR し、ワイズのサポートする姿を見せるこ
とにより、より多くの人々にワイズの存在を知って
いただくことも必要だと感じました。

伊藤貴久君・聡子さんの里帰り
昨年、沖縄に移
住されました伊
藤貴久メンと聡
子メネットが１
年ぶりに里帰り。
今回はメネット
のお友達の結婚
式に出席される
折に、双方の御両親に元気な顔をみせに帰ってこら
れたのです。
真っ黒に日焼けした貴久メンは、クルージングと
釣りを楽しんでいただく仕事の準備をしている段
階ですが、毎月来て下さるお客様もボチボチ出てき
ましたとのことで事務所の立ち上げも間もなくで
しょう。メネットはそれまで近くの店の受付の仕事
をされています。また、お客様がお出でになった時
ご案内できるように周りの店を片っ端からランチ
を試食して下調べをしていると楽しそうに話して
いらっしゃいました。
浅野猛雄君・美也子さんご夫妻がツアーの途中に
立ち寄ってくださってワイズが懐かしかったと話
されていました。
瀬戸市の実家に 10 日ほど滞在し、２月 11 日に
私どもに顔を見せていただきました。
東海クラブの皆さん、沖縄でお待ちしていますとの
事でした
（野村靖子・記）
※中部合同メネット会：４月 25 日（土）
・26 日（日）
会場：金沢「彩の庭」ホテル 参加費：25,000 円
プログラムに「和菓子（上生菓子）をつくろう」
夜の懇親会は料亭「石亭」で行われる。翌日には金沢
の市街を散策を楽しむ。メンも是非ご参加ください。

第３回チャリティーウォーク：３月２８日（土）
１０時地下鉄市役所駅集合②番出口
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お誕生日おめでとうございます
＜今月は該当者なし＞

結婚記念日おめでとうございます
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３月 30 日 山村喜久君・早織さん御夫妻

今月の西日本区強調月間
JWF（Japan West Y’sMen’s Fund）
「皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。
JWF 献金にご協力をお願いします。
」
西日本区 JWF 管理委員長
高瀬稔彦君（岩国みなみクラブ）
２月第２例会報告

20 日（金）19：00～21：00

名古屋 YMCA 会議室出席８名
①３月第 1 例会
３月 13 日（金）18：45～ ラ・スース ANN
「最近の弁護士業界」
（仮題）
講師：加藤志乃氏（大樹法律事務所）
愛知県出身、1999 年立命館大学法学部卒
2002 年弁護士登録 交通事故や家事問題
に関心がある。
②今後の予定：
３月第２例会：３月 20 日（金）YMCA
４月第１例会：４月 10 日（金）ラ・スース ANN
4 月担当を鈴木孝幸君に変更。柴田君は 5 月。
4 月卓話は渡辺健一氏・トリックアート
7 月のクラブ総会（裸で語り合う会）は７／4・5
犬山の「リバーサイド犬山」に決定。
次の中部部会は９月 26 日（土）名古屋で開催。
③第３回チャリティウォークについて
東日本大震災被災地の復興を願って、今年もワイ
ズ連絡会の主催で開催する。長谷川君を中心で計
画立案を進め、３月 28 日（土）10 時市役所前を
スタートし池下の名古屋 YMCA 新会館を目指す。
④第１８回西日本区大会の登録について
2015 年６月 13 日（土）
・14 日（日）
会場：大阪ハイアットリージェンシー
登録は２月例会で参加予定者の確認したがまだ
未定の人が多く各個人で登録することにした。
⑤次期会長・主査研修会：３月６日・７日
⑥中部第３回評議会：４月 25 日（土）金沢で
合同メネット会が 25 日・26 日に同時開催。
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＊Fundpoint：オークション提供 100％買上 50％
◆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

