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「50周年記念例会準備」  

5月第１例会 5月 11日（木）18：45～20：45 

 今月は、14日に控え

る 50 周年記念例会の

準備を全員でするこ

とになっていて担当

の松本勝実行委員長

の指示のもと当日の

スケジュールと役割

の確認をし、作業をした。 

 

50周年記念例会、105名の出席で 

 

  

 岩本悟西日本区理事から祝辞をいただいた。 

 5月 14日（日）12：30～16：00マリエカリヨン 

名古屋（出雲殿）にて名古屋東海ワイズメンズクラ

ブの創立 50周年記念例会を開催した。 

 メンバーは 11 時に集合し、受付などの準備にあ

たった。 

 

 第 1部の式典・記念講演は浅野猛雄会長の開会宣

言・点鐘、ワイズソング斉唱で開始された。 

 

 岩本理事、中村隆名古屋YMCA総主事の祝辞。 

50周年を記念して名古屋YMCAへの記念品贈呈の

あとチャーターメンバーへの感謝の言葉を浅野会

長が述べ、チャーターメンバーとして今も東海クラ

ブを指導していただいている野村秋博ワイズから

のメッセージを司会の柴田君が代読（野村さんは出

席されているが体調がよくないので）、ほかに出席

されているチャーターメンバー、荒川文門ワイズ

（現南山クラブ）、吉田一誠ワイズ（現グランパス

クラブ）が紹介された。 

 

 記念講演は熊本 YMCA の岡成也総主事にお願い

をして、「熊本地震！そのとき、YMCAは？」と題

して災害発生時の YMCA、ワイズのとるべき方策、

行動などについてお話をしていただいた。
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50周年記念例会第 2部懇親会 

川口恵中部部長の乾

杯で懇親会が始まっ

た。遠路駆けつけて頂

いた DBC の奈良クラ

ブ、御殿場クラブの

皆さんや中部各ク

ラブのワイズメン、

中部以外からも長

浜クラブをはじめ多くのワイズメン、メネットの皆

さんと親しく交わり、

お祝いの言葉や励ま

しの言葉をいただき、

チャーター（1967）当

時のスポンサークラ

ブの名古屋クラブ会

長であった尾関明ワ

イズから設立に至る苦労と野村ワイズとのエピソ

ードなどを話していただいた。 

 
DBC 奈良クラブ前田敏宏会長、御殿場クラブ前原

末子会長から心温まるお祝いの言葉を頂きました。 

 
功労会員（チャーターメンバー）の野村ワイズご夫

妻も病をおしてご出席いただき、広義会員の浅井秀

明ワイズも久しぶりの出席でした。 

 

 

50周年記念例会終了の御礼 

  名古屋東海ワイズメンズクラブ会長浅野猛雄 

 5月 14日に開催されました、東海クラブ創立 50

周年記念例会にはお忙しい中、又、遠路お越し頂き

有難う御座いました、当日は西日本区役員の皆様を

はじめ、DBC の 2 クラブ、中部の全クラブを含め

20 のクラブから 105 名の参加を頂き、豪華な会場

と素敵な料理で、参加の皆さま方にご満足を頂いた

と思っております。 

会の運営上不手際が有ったとも思いますが、なにと

ぞワイズメンの友情に免じてお許し下さい 

 参加を頂いたメンバーの皆様に改めて感謝申し

上げます。本当にありがとうございました。 

 

感謝 

      50周年記念例会実行委員長松本 勝 

 無事創立 50 周年記念例会を終えることができま

した。何より嬉しかったのは 100名を超える多くの

方に来て頂けたこと。50 周年事業を形にするのに

は少し時間がかかりましたが、今のクラブの実力に

合った無理のない取り組みにしたいと実行委員長

を指名された時から考えてきました。特に実行委員

の皆様には計画・準備の段階から様々なアイディア

を頂き、実際に動き、力不足の委員長を支えて頂き

ました。当日はメンバー一人ひとりが、常に全体を

見て、的確に動いて頂き、感謝の一言です。ありが

とうございました。 

 元担当主事の秋重殉さん、元メンバーの伊藤貴久

さん（沖縄在住）、名古屋クラブ河部会長から祝電

をいただきました。元メンバーの山本徹さん、会友 

の猿渡達也さん、元プラザクラブのみなさん出席あ

りがとうございました。 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  6月 28日  浅井秀明君 

結婚記念日おめでとうございます 

 6月 18日  長谷川和宏君・君子さんご夫妻 

 

今月の西日本区強調月間 

評価・計画 

「1 年を振り返り、できた事は、クラブを、メンバ

ーを、自分を、大いに褒めてください。できなかっ

た事は、記録にまとめ次年度に活かしましょう！ 

次年度役員の方は、綿密な計画を作りましょう！」 

   西日本区理事 

岩本 悟君（熊本にしクラブ） 

 

5月第 2例会報告 18日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA 会議室 出席 11 名  

①6月第 1例会：6月 8日（木）18：45～ 

 担当：鈴木孝幸君 

 卓話「東洋医学とツボ」 

 講師：きくち教児氏（タレント・鍼灸師） 

②今後の予定： 

 中部評議会：5月 27日（土）YMCA 

 第 20回西日本区大会：6月 10・11日 熊本 

 国際協力街頭募金：6月 18 日（日） 

 名古屋地区ワイズ連絡会：6 月 19日（月） 

③50周年記念例会 

 第 1部の司会：柴田洋治郎君 第 2部の司会：鈴

木一弘君浅野麻琴君 参加者 105名 

 当日ニコボックスを設置、熊本地震復興支援献金

とし、岡熊本Y総主事にお渡しした（84,142円） 

 決算中間報告（ご祝儀を頂いたので若干＋） 

④クラブ総会（裸で語り合う会） 

 昨年と同様、8 日土曜日の午後開催予定 日程・

会場については候補をつめる。 

 次期会長主題（長谷川君） 

 「協働を楽しみ、希望を見つける」 

◎例会・行事の出席者 5月出席率 17／17 100％ 

 4月 26日：ワイズ連絡会 

      浅野猛・橋爪・長谷川・八木 

 4月 29日：春の根の上まつり 

  浅野猛・池野・遠藤・大島・柴田・橋爪・八木・

山田・山村 メネット大島・柴田・橋爪 

  ファミリー遠藤 6名 

 5月 1日：50周年記念例会委員会 浅野猛・浅野

麻・大島・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松本・

八木・鷲尾 

 5 月 11 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木一・鈴木孝・橋

爪・長谷川・服部・松本・八木・山田・山村・

鷲尾  

 5 月 13 日：50 周年記念例会委員会  浅野猛・

浅野麻・池野・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・

橋爪・長谷川・松本・八木・山村・鷲尾 

 ５月 14日：50周年記念例会 

  浅井・浅野猛・浅野麻・池野・遠藤・大島・太

田・柴田・鈴木一・鈴木孝・野村・橋爪・長谷

川・服部・松本・八木・山田・山村・鷲尾 

  メネット橋爪・野村・松本 

  会友（元会員）猿渡・高橋・三枝・山本 

 5 月 18 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・

鷲尾  

 5月 20日：大阪セントラル・東京八王子DBC 例

会 長谷川・八木 

 5月 27日：中部評議会 浅野猛・柴田・長谷川 

  山田・八木 

 ◆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

                                                 



    THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

      （○印で必要事項を記入の上、８日(月)までにＦＡＸ又はメール等にて返信して下さい。） 

 

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

連絡主事 浅野麻琴 様      氏名  

出欠連絡票 
 

企画行事 

 

日時・会場他 

メ ン の

出欠席 

ゲストの有無・

その他 

１．2017年６月 

第１例会 

 

６月８日（木） 

18:45～20:45 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

担当:鈴木孝幸ワイズ 

卓話：きくち 教児氏 

「東洋医学とツボ」 

タレント・鍼灸師 

出席 

 

欠席 

 

 
 

 

 

 

２．2017年６月 

第２例会 

 

６月１５(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

３．第 20回 

西日本区大会 

―地震を乗り越え、未来

につなぐワイズ魂― 

６月 10日（土）～11日（日） 

会場：熊本県下各会場 

出席 

 

欠席 

 

 

 

４．国際協力街頭募金 

 

６月１８日（日） 

場所・時間は 6月第 1例会に

てお知らせします 

出席 

 

欠席 

 

 

５．名古屋地区ワイズメ

ンズクラブ連絡会議  

 

６月１９日（月） 

19：00～20：30 

会場：南山ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

 

◎クラブ総会 

―裸で語り合う会― 

（7月第 1 例会） 

7 月 8 日（土）～ 

詳細は 6 月第 1 例会にてお知

らせします 

 

出席 

 

欠席 

 

裸の会だよ、 

全員集合！！ 

   

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

