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「DBC 交流会 in 犬山・明治村」
奈良クラブと御殿場クラブの仲間と
10 月第１例会 10 月 3 日（土）
・4 日（日）
リバーサイド犬山での懇親会では荒川恭次中部部
長が公式クラブ訪問の挨拶の中で中部を代表し歓
迎の言葉をいただいた。荒川さんは最初から解散の
最後までお付き合いを楽しんでいただいたようだ。

奈良クラブと御殿場クラブとのトライアングル
DBC 交流会は今年は東海クラブの担当で計画され、
橋爪君を中心に検討を重ね、クラブ総会で宿泊した
リバーサイド犬山（国際ユースホステル）が宿泊料
の割には食事の内容が良かったので明治村見学を
メインとしてここを宿泊ホテルとすることにした。
3 日（土）13：30 に犬山城の駐車場に集合。いつ
もは満車状況の駐車場だが、午前中に隣接する体育
館で幼稚園の運動会が開催されていて昼に終了し
たので保護者などが帰ったあとで駐車場が丁度空
いたときでした。
御 殿場 クラ ブは
東山荘のバスで、奈
良クラブは 2 台に分
乗して到着、橋爪君
か ら 今日 の予 定を
説明。 まず国宝の
犬山城（白帝城）へ、
国内で現存する最古の木造天守閣の城で最上階か
らの木曽川（日本ライン）の眺めは絶景、しかし階
段がすごく急で特にくだりにはおっかなびっくり。

その後は三々五々尾張藩家老の成瀬家の城下町犬
山市街を散策し、街並みのなかでのそぞろ歩きを楽
しんだ。早くも串カツや五平餅を片手にビールで、
日差しが強く喉の渇きを癒す光景も見られた。

それぞれの会長からお土産を交換し奈良クラブの
林佑章阪和部長も交え、奈良クラブ太村孝江会長、
御殿場クラブ杉山将己会長、東海クラブ山田英次会
長揃って記念写真。食後会場を移し懇談会、気分を
変えて親しく語り合った。

翌 4 日（日）は朝食後明治村に向かった。

アップダウンと広さに村営バスなど乗り物が頼り。
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広い村内を帝国ホテル（本当の結婚式が行われてい
た）や宇治山田郵便局、その他の明治期の建造物が
とにかく沢山、とても回りきれない。SL の短い旅
を楽しみ、疲れてぐったりと早々に昼食会場へ。
昼食をとって現地で解散、歩くばかりの企画でし
たが奈良、御殿場の皆さんは十分楽しんでいただけ
ただろうか。御殿場クラブ 30 周年記念例会が来年
の 5 月に東山荘 100 年の本館新築の完成を待って開
催される。奈良クラブは来年は奈良でやりましょう
との提案、来年が待ち遠しい。皆で行こう。
（八木武志・記）

(3)
を凝らしたメニューを用意してくれ、自ら釣ってき
た河豚をさばいた「フクゴハン」や烏賊の料理など
野菜サラダ、焼肉と多彩な料理に大満足。

なお、根の上を愛する会は今年度から会長を交代
し、新しい体制でスタートする。新会長は渡辺真悟
さん（名古屋クラブ）
、副会長山村喜久君、副会長
東京支部担当は川本龍資さん（名古屋クラブ）
、書
記会計八木、料理長坂口功祐さん（グランパス）
、
幹事浅野猛雄君の陣容である。＜八木武志・記＞

「秋の根の上まつり」 10 月 12 日（祝）
昨年の秋は台風の接近でやむなく中止になった
秋の根の上まつりが今年は快晴に恵まれて行われ
た。例年参加の遠藤ファミリーが直前の遠藤さんの
所用で参加できなくなり、子どもの参加がグランパ
スの佐藤さん（遠藤さんの甥）のお子さんが一人だ
けとやや寂しいことでした。前日の前夜祭には東京
から鈴木太郎さん親子（少年部の大先輩でオルガン
の名手、父親は敷島パン創業者の一人、ご子息の長
男は鈴木寛さん、今回はご次男と）が駆けつけ、メ
インロッジのオルガンが壊れているのが気がかり
でどうしても直したいと 11 日はキャンプ場へ早く
から来ておられました。前夜祭にはほかに薦田さん
（津クラブ）
、渡辺真悟さん（名古屋クラブ）
、秋重
さん（元主事）、池野
君、浅野猛君、八木の
8 名。夕食とその後も
ひたすら呑みながら
（私一人素面）話は尽
きません。初参加の真
悟君はただびっくり。
今年も料理長の坂口功祐君（グランパス）が趣向

※第 22 回名古屋 YMCA インターナショナル
チャリティーラン迫る！！＜11 月 7 日＞
チームで参加するか、スポンサーになるか、運営
スタッフのボランティアとして参加するか、これは
名古屋 YMCA の年間諸行事の中で最も YMCA らし
く社会への発信力の高いチャリティーラン（略して
チャリラン）の特徴である。その参加が会員である
かを問わずインターナショナルチャリティーラン
として国籍、思想信条を問わない国内外の多くの参
加を得て行われている。今年も東海クラブはユース
の２チームをスポンサーし、出場ランナー350 名の
飲み物を提供する。また、当日の運営スタッフとし
ても働くことにしている。こうしたボランティアの
働きが約 400 万円の障がい者プログラムへの支援
金を生み出す。今年で２２回目、柴田洋治郎実行委
員長ご苦労様、晴天を祈る！！ 当日都合の悪いワ
イズメン、ラッフル券を買って協力してね。
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お誕生日おめでとうございます
ン 11 月 18 日
11 月 21 日
メネット 11 月 17 日
メ

遠藤彰一君
服部敏久君
山田育江さん

結婚記念日おめでとうございます

今月の西日本区強調月間
Public Relations & Wellness
「ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社
会的認知度を高めて、EMC やクラブの活性化につ
なげましょう。
」
西日本区広報・情報委員長
加藤信一君（京都トップスクラブ）
10 月第２例会報告 15 日（木）19：00～21：00
名古屋 YMCA 会議室 出席９名
①11 月第 1 例会 担当：大島孝三郎君
11 月 12 日(木）ラ・スース ANN
南山クラブと合同例会
卓話「八事・杁中の歴史散歩」
講師：山下隆蔵氏（八事・杁中歴史研究会）
②今後の予定：
じゃがいもの荷下ろし：10 月 17 日（土）
ピースフルサンデー：10 月 25 日（土）
第 22 回チャリティーラン：11 月 7 日（土）
世界 YM・YWCA 合同祈祷週：11 月第 2 週
11 月第 2 例会：11 月 19 日（木）
根の上ワーク（1 泊？）
：11 月 21？・22？・23？
第 2 回名古屋 YMCA 大会・YY フォーラム・第 2
回中部評議会：11 月 28 日（土）南山幼稚園
③12 月第 1 例会はクリスマス祝会：12 月 6 日（日）
会場：ラ・スース ANN 受付 17：00～
第 39 回平和の使者クリスマスカードコンテスト：
審査会：12 月 5 日（土）表彰式：12 月 19 日
展示（久屋大通り市民ギャラリー）16 日から
22 日まで（展示の作業 15 日）
12 月第 2 例会：12 月 17 日（木）
第 22 回クリスマスキャロル：12 月 23 日（祝）
12 月第 3 例会（忘年会）
：12 月 28 日（月）
④世界 YM・YWCA 合同祈祷週名古屋合同祈祷会：
11 月 14 日（土）13：30～15：30 5 階チャペル
リーダーによる全国リーダー研修会の報告

（4）
◎例会・行事の出席者 10 月出席率 15／17 88.2％
10 月 3 日・4 日：第１例会・DBC 交流会
浅野猛・浅野麻・遠藤・大島・柴田・鈴木一・
鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・八木・山田・山
村
メネット：橋爪
ゲスト：奈良クラブ
9 名・御殿場クラブ 12 名・荒川恭次中部部長
メークアップ：池野・深川
10 月 10 日：根の上ワーク 山村・
（今枝）
10 月 11 日・12 日：根の上まつり
浅野猛・池野・柴田・八木・山田・山村
メネット：柴田
10 月 15 日：第 2 例会
浅野猛・浅野麻・池野・大島・柴田・橋爪・長
谷川・八木・山田
10 月 17 日：じゃがいも荷下ろし＆ファンド
浅野猛・遠藤・大島・柴田・鈴木孝・橋爪・長
谷川・深川・松本・八木・山田・山村・
（杉山）
10 月 25 日：ピースフルサンデー
浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八
木・山田（山田ファミリー5）
第２回名古屋 YMCA 大会・YY フォーラム：
11 月 28 日（土）14：00～ 南山幼稚園で
（第 2 回中部評議会は 13：00 から）
第 39 回名古屋 YMCA 平和の使者クリスマスカー
ドコンテスト（東海クラブ協賛プログラム）
展示：12 月 15 日(火)～22 日(火)栄久屋大通り市
民ギャラリー・表彰式：19 日(土)YMCA
◆2015～2016 年度クラブ役員
会 長：山田英次 副会長：遠藤彰一 書記：八木
武志 直前会長：松本 勝 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：八木武志
YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・
大島孝三郎
ＥＭＣ：服部敏久・山田英次
地域奉仕・環境：野村秋博・池野輝昭
国際・交流：松本 勝・鈴木孝幸・橋爪良和
ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・
深川 直・八木武志・浅野猛雄
根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・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
区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 中部 EMC200
推進チーム委員：山田英次・山村喜久
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（○印・必要事項を記入の上、早めにＦＡＸ・メール等にて返送して下さい。）

連絡主事

氏名

浅野麻琴さま

長谷川和宏
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出欠連絡
メンの出欠席

１１/１２

１．１１月第１例会

(木)・

出席

18：45-～20：45

ラ・スース・ＡＮＮ

１１/１９
２．１１月第２例会

(木)

19：00-～20：30
名古屋 YMCA

３・チャリティラン

1１/７（土）

欠席
出席
欠席
出席

下記にラッフ
ル券注文

9：30-～

名城公園

４・ＹＭＣＡ大会
ワイワイフォーラム
５・中部評議会

ゲス ト等 の出 欠
席・その他

１１/２８（土）
南山ＹＭＣＡ
14：00-～

欠席
出席

１１/２８（土）

欠席
出席

南山ＹＭＣＡ
13：00-～

欠席

チャリティラン当日ご欠席の方でラッフル券購入にご協力いただけ
ます方は、以下に注文枚数・金額をご記入ください。
・1 枚５００円で 2 枚以上の購入をお願いしています。
・ラッフル券はお楽しみ抽選券で、当たり券には、豪華な景品を用意しています。
・なお、注文の精算及び景品の受け渡しは、第１例会の時行います．
．

ラッフル券注文
（

返信先

枚）（

円）注文します

・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２
・メールアドレス：asanoma@nagoyaymca.org

