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「八事・杁中の歴史散歩」 

 山下隆蔵氏（八事・杁中歴史研究会） 

11月第１例会 南山クラブと合同例会 

11月 12日（木） ラ・スースANN 

 出席者は東

海側のゲスト

松本メネット

とタスポニー

の山口栄三さ

ん、クラブメン

バーと合わせ

14名、南山側の

ゲスト山本さんとメンバー全員を合わせ 10 名、講

師を加え総勢 25名と賑やかな例会となりました。 

 昭和区の歴史愛好家でつくる「八事・杁中歴史研

究会」が書いた本「八事・杁中歴史散歩」の内、「八

事付近の住宅地誕生秘話を探る」のテーマで、執筆

を分担した山下隆蔵氏を講師に招き聴講しました。 

 山下氏は熱田区の工作機械メーカー㈱山下機械

の会長。昭和 14年生れ、昭和 18年に「南山小鳥の

巣幼児園」（南山幼稚園の前身）に在籍、南山中・

明和高・一橋大卒、八事天道に在住。奥方は明和高

時代の同級生で作家の山下智恵子さん。 

 テーマのお陰で南山クラブとの合同例会の意義

が増した例会となりました。 

 主な内容は、明治以降の名古屋の富裕層の住宅は

東区（撞木町・白壁町・主税町）や千種区覚王山あ

たりに多くあったが八事丘陵地が別荘用に開発分

譲され、日米開戦（S16 年）以降に疎開住居化し、

戦後は名古屋の風致地区として緑豊かな高級住宅

街を形成します。地下鉄の開通（04年）や大学・医

療機関の充実も進んで、各界のリーダーが多く集ま

る地域となった。 

 この住宅地

は大正 8年に都

市計画法が制

定され、内務省

から来た石川

栄耀が地元の 4

つの分譲地整

理組合のトッ

プと協力し、情 

熱を傾けた丘陵住宅地開発プロジェクトの会心の 

作となった。 

 自然の地形を活かし緑を残す開発、分水嶺に沿っ

た道路、輪環道路、曲がりくねってアップダウンの 

ある道路を持つことが特徴である。 

 しかし、90年のバブル崩壊後の八亊住宅地の変貌 

は分譲からすでに2世代の土地相続を機にマンショ

ン化が進み、予想外の展開を見せている。 

        （大島孝三郎・記） 

第２２回名古屋 YMCAインターナショナル 

チャリティーラン ７1チームの参加 

 １１月７日（土）10：00～15：00 名城公園 

 昨年の雨と打って変わり今年は陽ざしは無いし

暑くもないまさに走りにはもってこいの開催とな

った。柴田洋治郎実行委員長は眠れぬ夜が明け空を 

見上げほっとしたことでしょう。 

 早朝からリーダーやボランティアが準備に活躍

し、ワイズメンもテントで「みたらし団子」（名古

屋クラブ）、飲み物（東海クラブ）の提供に準備万

端OK。 

  

東海クラブがスポンサーのインターアクト桜花学

園 OG と発足したばかりの瑞陵高の連合チームは

52 位 46 分 19 秒、昨

年卓話（14年 4月）「宮

城・福島から学ぶ」の

レポートをして頂いた

松本先生引率のインタ

ーアクト春日丘チームは 33位 43分 21秒だった。  

なお、柴田委員長スポンサーの瑞陵高サッカー部は 

昨年に続きダントツのトップ、31分 52秒（3連覇） 

ヤマセイ（山田会長）スポンサーのYoungManは 

2位 33分 24秒だった。 
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＜第 22回チャリティーランを終えて＞ 

 まずは、ワイズメンズクラブの皆様には、このチ

ャリティーランに対して大変なご協力をいただき、

厚く御礼申し上げます。勿論、レース参加者、協賛

金提供、運営機器提供、その他のスポンサー、ボラ

ンティアの方々はじめ後援いただいているロータ

リークラブ、名城公園を所管している北土木事務所

等の公的機関などの支えがあって、20年以上に亘り

このチャリティーランが開催されてきたことに思

いを寄せねばならないと思います。 

 お陰さまで大会当日は好天にも恵まれ、運営面も

概ね順調に進んだことと、成果の面においてもチー

ムエントリー数 71チーム（前年比 9チーム増）、寄

付金総額も４４０万円以上（現在決算中につき概

算）と過去最高を記録することができました。 

 Y のリーダーも実行委員会段階から多く参加し、

将来への明るい希望を持つことができました。外国

人ランナーも増え、インターナショナルなチャリテ

ィーランにも近づいてきました。しかし、好結果を

挙げた反面、運営面においては、いくつかの課題も

出てきました。紙面の都合上ここでは申し上げませ

んが、現在これらの課題を列挙し、纏めている最中

です。大袈裟かも知れませんが、これらの課題を今

後努力して改善していくことが、このチャリティー

ランだけでなく、YMCA並びにワイズ運動の一助と

なることを私は願います。 

（名古屋 YMCA 第２２回チャリティーラン実行委

員会・委員長 柴田洋治郎） 

名古屋 YMCA大会２０１５.１１.２８開催 

 14時にYYフォーラムの開始、南山幼稚園児の歌

によるオープニング、司会は千賀将 YMCA サービ

ス主査。メインプログラムは人形劇団「すずき塾」

による人形劇「あなたをずっとあいしてる」である。 

恐竜の親子の物語、草食恐竜の母親は見つけた肉食 

恐竜の卵から孵った子どもを実のこどもと育て、自

分が肉食とも知らず育った子どもが自分の実の姿

を知り、親の愛を感謝して姿を消す物語。 

  

  

 15時、開会礼拝。「すべての要石」日本基督教団 

南山教会内山友也伝道師の説教。引き続き第 1部、 

寺田仁計名古屋YMCA理事長の挨拶と永年継続会 

員の表彰。東海クラブの松本勝君が 40年、元東海 

クラブ連絡主事の桐山潤君も 40年継続の表彰を受 

けた。 

  

  

リーダーたちの活動報告、中村総主事の事業報告の 

あとYMCAの歌を歌い閉会した。会のあと懇親会 

を開き、ワイズメンなどの会員とリーダー、スタッ 

フが年齢を越えて親しく語り合ったひと時でした。 

          （八木武志・記） 

※2015－16第 2回中部評議会・EMC報告 

 EMC・YY フォーラム（名古屋 YMCA 大会）と

3点セットで開かれた中部評議会。中部 8クラブ共

通して存立の基盤を固めないとクラブでなくなっ

てしまうという課題に、西日本区小野事業主任がデ

ータを基に具体的テーマを示し、各クラブ討議を呼

び掛けた。東海山田会長は 7月以降のクラブ活動の

楽しさと一方ではクラブ運営の厳しさを話された。 

クラブ創立 50 周年を 1 年後に控え、「YMCA を支

援するとは何か！？」が問われていることを強く感

じた次第である。  （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 

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 

 EMC-E  YES 

「Eの前にM（メンバー増強）。モットーの義務で、

自分が連れてきてもらったように、仲間を連れてき

ましょう。ドロップの前に一人が一人を連れてくる

工夫。YES献金は新規クラブ設立資金です。」 

    西日本区EMC事業主任 

小野勅紘君（西宮クラブ） 

11月第２例会報告 19日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 10名 

①12月第 1例会 担当：山村喜久君ほか 

 12月 6日(日）ラ・スースANN 

 クリスマス祝会 受付：17時  

 会費：6,000円（未成年コメット等 3,000円） 

    未就学児は無料 

②今後の予定： 

 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） 

  18：30～会場：いごこ家（池下交差点南） 

  会費：5,000円程度 

③次期会長・次期中部YMCAサービス主査 

 川口次期中部部長から 12月末までに報告して 

 ほしいとの要請がきている。協議の結果次回に 

 持ち越しとなった。 

④御殿場クラブより 30周年記念例会の案内 

 2016年 5月 29日（日）新装の東山荘本館で開催 

 次年の予定表に書き加えてください。 

⑤日本YMCA同盟からのブランディングプロジェ 

 クトへのアンケート調査の依頼がきている。 

⑥仙台青葉城クラブから「ワイズりんご」の案内 

 新クラブ設立（石巻）のためのファンド作り、 

 できればご協力を。 

◎例会・行事の出席者 11月出席率 15／17 88.2％ 

 11月 7日：チャリティーラン 

  浅野猛・浅野麻・大島・柴田・鈴木一・橋爪・

長谷川・松本・八木・山田・(山田コメット) 

 11月 9日：名古屋地区ワイズ連絡会 橋爪 

11月 12日：第１例会・南山クラブと合同例会 

  浅野猛・遠藤・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・

橋爪・長谷川・深川・松本・八木・山田  メ

ネット：松本  ゲスト：山口栄三（タスポニ

ー）南山クラブ浅井・荒川・小林・近藤・杉山・

都築・東田・深尾・森本・山本（南山Y会員） 

メークアップ：浅野麻・池野・山村 

 11月 19日：第 2例会 

 浅野猛・浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川・

松本・八木・山田・山村 

11月 28日：名古屋YMCA大会・中部評議会 

 浅野猛・浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川・

松本・八木・山田 

  

YMCAの様々な支援のために： 

クリスマス献金にご協力ください。 

1月末までに YMCA窓口または連絡主事まで 

 

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

                                                 


