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「第 49回クラブ総会」  

      裸で語り合う会  

7月第１例会  

7月９日（土） 

15：00～20：00 

YMCA・いごこ家 

←会長バッジの

引き継ぎ、山田会

長から浅野(猛)会長へ。 

 第 49回となるクラブ総会（裸で語り合う会）は 

2017年に迎える 50周年をあと 10ケ月にひかえ、 

今年は 1泊でなく土曜日の午後、集中して行うこと 

となった。 

 議事に先立ち久しぶりに出席の野村秋博君が挨

拶、言葉はまだはっきりと喋れないが YMCA とワ

イズメンズクラブとの言葉はわかった。我がクラブ

の大切なチャーターメンバー、今後もリーダーとし

てご指導をいただきたい。 

 山田会長の活動

報告と会計報告の

後、会長バッジの引

き継ぎをし、浅野会

長の新しい年度が

スタートした。 

浅野会長の主題

は「而今、ただ、

いまを精一杯生

きる」と掲げ、「例

会の充実」「活発

な奉仕活動」「メ

ンバー増強」を強調し、一年間クラブを盛り上げる

ために皆と精一杯活動すると抱負を語った。 

 YMCA5階のチャペルの会場は落ち着いて話し合

うことができ、今

年度の活動方針、

予算案を承認し、

事業計画の担当

を決定した。 

 17 時に総会を

閉会し、懇親会へ。 

 会場を「いごこ家」に移し、懇親のときをもった。 

落ち着いた個室を予約してあったので和やかに語

り合った。 

 遅れて出席の「50周年記念事業委員会」の松本 

勝委員長から、記念例会を 2017年 5月 14日(日) 

に「マリエカリヨン名古屋」（出雲殿）で開催する。 

8月の中部部会で配布する予定のチラシの案が提示 

され、若干修正して了承した。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

まだ記念例会の構想は

定まっていないが今後

委員会で検討される。         

 特別会計のファンド

はまだ十分とはいえな

いが記念例会らしい実りある会にしたいものだ。    

         （書記 八木武志・記） 

『会長からのお願い』      浅野猛雄 

 クラブ総会で私の会長方針をお話しましたが当

日欠席の方もおられましたので再度重要な点のみ

お知らせします。 

①出席率クラブ、個人、時間ともに 90％以上を目標 

②広義・功労会員を除いた実質会員数を 20名 

③来年５月１４日の 50周年記念例会の準備と成功 

④ユースの活動を支援、山田中部Yサ主査の活動を 

 サポートする。ユースを例会に招待する（数回） 

⑤新しい IBC（現在の IBC は相手の高齢化もあっ

て実質停止状態） 

⑥第２例会にも積極的に参加を呼び掛ける。 

と、六つの事柄を挙げさせて頂きました。このこと

を達成させるにはメンバーお一人お一人の協力が

なければなりません。一番目にあげた出席のことで

すが、出席を強制するものではありません。年齢を

重ねたメンバーも多くなった中でまだまだ現役で

ご活躍の方も多数おられます。急に仕事が入るやも

知れません。ただ、年間の予定は既に決まっており

ますのでその日はなるべく他の予定を入れないよ

うにしてください。 
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 また、私はそれぞれ意見を言える第２例会が好き

です。第１例会にでられない場合には、ぜひ皆さん

も覚えて第２例会に出席して意見を述べてくださ

い。また、例会の出欠の返信は必ず速やかに行って

ください。特に例会場のラ・スースは水曜日が定休

日ですので火曜日までには連絡主事まで返信を。 

 今年一年のご協力をお願いいたします。 

2016～17年度活動計画・担当者 

※第 1例会 

8月 4日(木)  納涼例会 長谷川・鈴木一 

 9月 8日(木))  南山クラブと合同例会 浅野猛 

 10月 13日(木) 卓話 柴田 

  11月 10日(木) 卓話 鷲尾 

 12月 3日(土) クリスマス合同祝会山村・浅野猛 

  1月 12日(木) 卓話 長谷川 

  2月 9日(木) オークション 遠藤 

  3月 9日(木) 卓話 橋爪 

  4月 13日(木) 卓話 池野 

  5月 11日(木) 50周年例会準備 松本 

  6月 8日(木) 卓話 鈴木孝 

※その他の担当 

  8月 市内中学生BB大会 長谷川・八木 

  9月 中部YYフォーラム 山田 

 10月 秋の根の上まつり 浅野猛・八木・山村 

 10月 ピースフルサンデー 山田 

 11月 チャリティーラン 柴田・鈴木一・大島 

 12月 クリスマスカードコンテスト 浅野猛・長

谷川・松本・八木 

  3月 チャリティウォーク 長谷川・大島 

  4月 春の根の上まつり 浅野猛・八木・山村 

  5月 50周年記念例会 松本・浅野猛・柴田・ 

    鈴木孝・橋爪・八木 

＜担当の月を忘れないよう必ず予定表に＞ 

 

夏はバスケットボール・・・ 

   第 60回記念大会始まる 

 60年間、一度も途切れることなく『名古屋YMCA

市内中学生バスケットボール大会』が 60 回記念大

会として 8月 2日から今年も始まる。 

 元名古屋YMCA総主事の木本精之助(名古屋クラ

ブ）ワイズは大会創設者の一人として、当時を振り

返り、名古屋YMCAとスタッフは、「①バスケット

ボールが何よりも YMCA で考案され、世界中に普

及していったこと、②バスケットボールは青少年の

心身の発達とスポーツマンシップの涵養に大きな

効果が期待できること、③名古屋 YMCA が新設の

体育館を開放し、市民体育スポーツの推進に貢献す

ること」を強く願い、地道な交渉を積み重ねたこと

がついに名古屋市教育委員会を動かし、大会開催に

こぎつけることができたと語られます。 

 決め手は「強烈な願い」と「地道な交渉」。その 

思いは引き継がれ、今では男女で２００余校、3000 

名以上の選手たちのプレーと 400 名に及ぶ教師や

指導者たちの働きは素晴らしく、凄い！という他は 

ありません。 

 頂点を目指し努力を傾けてきた中学生は、力と 

スピードそして技術、チームワークを思う存分に 

発揮してくれることでしょう。間もなくリオ・オリ 

ンピックも始まります。今年の記念大会から将来の 

オリンピック選手が生まれるかもしれない。そんな

期待をもって「中バス」に触れ合ってみたいもので

ある。 

 まだ大会

を見知らぬ

方には、是非

一度会場を

訪ねていた

だき、観客と

一緒に応援

いただけた

らと願うものです。大会の決勝戦は男女ともに、８

月１２日(金）午後、名古屋市・中スポーツセンター

（伏見）で行われます。なお、大会の予定、結果速

報は名古屋YMCAホームページをご覧ください。 

ワイズメンズクラブは「名古屋 YMCA 市内中学生

バスケットボ－ル大会」を応援しています。 

      （大会実行委員長・長谷川和宏） 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  8月 7日   太田全哉君 

8月 10日 野村秋博君 

  

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 

 Youth Activities 

「ユースに国境を越えた友情を体験する機会を提

供し、平和な世界を築きましょう！」 

   西日本区YMCAサービス・ユース事業主任 

堤 弘雄君（熊本クラブ） 

7月第 2例会報告 21日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 8名 

①8月第 1例会（納涼例会）：8月 4日（木）18：45

～20：00 会場：いごこ家  会費：メン 2,000円 

ゲスト 3,000円 ユース・スタッフ 1,000円 

②今後の予定： 

 8月第 2例会：8月 18日（木）19：00～YMCA 

第 20回中部部会・合同メネット会：8月 28日(日) 

 会場：名鉄ニューグランドホテル 

 講演：「国際協力の意義」五月女光弘氏（外務省

参与・初代NPO大使） 

 メネットアワーにもぜひご出席をお願いします。 

 登録費：10,000円 メネットアワー：1,000円 

③9月第 1例会：9月 8日（木）南山クラブと合同

例会 卓話講師：岡本尚男氏（元日本区理事） 

 卓話のテーマは「クラブ運営の原理・原則」 

 浅野会長から他クラブ会長にお誘いの案内送付 

④第60回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー 

 ル大会：8月 2日～12日 60回記念 Tシャツが 

 出来あがり配布した。多くの中学校からも予約が

あり益金を熊本地震支援募金に献金した。 

 今年の参加校は男子 97校、女子 107校 組み合

わせを見て、是非母校の応援に会場で観戦を！ 

⑤名古屋地区ワイズ連絡会（7月 11日）浅野会長 

 12月のクリスマス祝会を名古屋地区合同で 12月

3日(土)に開催する方向で各クラブで検討する。 

 次回の連絡会(9 月 1 日)で「十勝のじゃがいもフ

ァンド」の統一価格を決定する。 

⑥山田英次中部YMCAサービス・ユース主査から 9

月 24日(土)開催の名古屋YMCA大会にあわせ、

YY フォーラムを開催する。大阪高槻クラブの森

本榮三氏を講師に招き、「マザーテレサについて

学ぶ」講演を行う。詳細は YMCA 大会の計画が

まだ不確定（プログラム・会場など）。 

⑦学童キャンプについて 

 名古屋市内の全小学校に案内をし、全額及び半額

補助の希望者が多く応募、「青少年基金」で予定

した人数を上回り、キャンセル待ちがまだ多数。 

 一人でも多く参加できるよう援助してほしい。 

⑧学童保育（アフタースクール FUN!） 

 小学生 1～3 年生むけの図書・ゲームなどを寄贈

してください。 

⑨日韓の歴史を学ぶセミナー：８月６日(土) 

＜名古屋YMCA賛助会員増強キャンペーン中＞ 

 

◎例会・行事の出席者 7月出席率 15／17 88.2％ 

 7月 2・3日：根の上浅野猛・池野・八木・山田 

 7月 9日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・野村・橋爪・長谷川・

松本・八木・山田・山村・鷲尾メネット：野村 

  メークアップ：鈴木孝  

7月 11日：ワイズ連絡会 浅野猛・橋爪・八木 

7月 21日：第 2例会 

  浅野猛・浅野麻・柴田・鈴木孝・長谷川・松本・

八木・山田 

 ◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

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・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 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 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆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 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


