


 名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                         （2）

「第 50回クラブ総会」  

    ～裸で語り合う会～ 

7月第１例会 7月 8日（土）15：00～19：00 

 いよいよ

長谷川新会

長のスター

トとなるク

ラブ総会は、

昨年と同じ 7

月 8日の土曜

日午後池下

YMCA 会館

で開催し、浅野直前会長の開会宣言により開会した。 

  

 議事に入る前に、この 6月、寺田理事長から引き

継ぎ公益財団法人名古屋 YMCA の新理事長に就任

した川本龍資氏（名古屋クラブ）の挨拶があり、続

けてこれまで検討が進められていた日本 YMCA の

ブランディングプランの新しいロゴとスローガン

についての説明が西野真希スタッフからあった。新

しいロゴなどは 10 月 1 日全国で公表されることに

なっており、名古屋YMCAでも 10月 1日の名古屋

YMCA大会で発表されることになっている。 

 川本新理事長は少年期から（上前津時代）YMCA

を遊び場とし、リーダーやワイズメンとしても活躍

し、名古屋 YMCA の常議員・評議員、理事として

の重責を長く担ってこられた文字通りの Y’‘sメン

です。 

 
                                 

 議事に入り、2016－17 年度の活動報告、会計報

告が資料に基づき浅野会長、橋爪会計からあり、拍

手を以って承認され、浅野会長は、クラブ 50 周年

を無事開催する事ができ、当日は家に帰って思わず

感涙したとのことでした。 

 川本新理事長立会のもと会長バッジの引き継ぎ

が行われ、長谷川和宏君が 2017－18年度会長の重

責を担うこととなった。 

 2017－18 年度の活動方針、計画、予算案が資料

に基づき提案され、一部修正と年間計画のうち第 1

例会の担当を決定した。第 1例会の担当は本日の欠

席者については長谷川会長との調整をまって正式

決定とする。 

※2017－18年度第 1例会の担当 

 8月：納涼例会 担当：山田英次君 

 9月：卓話   担当：大島孝三郎君 

10月：卓話   担当：柴田洋治郎君 

  11月：卓話   担当：鷲尾文夫君 

 12月：クリスマス祝会 

 担当：山村喜久君・浅野猛雄君 

  1月：卓話   担当：服部敏久君 

   2月：オークション 

 担当遠藤彰一君・太田全哉君 

  3月：卓話   担当：橋爪良和君 

  4月：卓話   担当：池野輝昭君 

  5月：卓話   担当：松本 勝君 

  6月：卓話   担当：鈴木孝幸君 

 その他の YMCA 行事などについての担当は長谷

川会長が調整・指名

するのでご協力を

お願いします。 

 長谷川会長によ

る議事の閉会宣言

があり、会場を「い

ごこ家」に移し、裸

で語り合う懇親のひと時をもった。 

恒例の一丁締めで会を閉じた。 
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第 61回名古屋 YMCA市内中学生 

バスケットボール大会（男子の部） 

＜第 47回ロータリー杯（女子の部）も＞ 

 

 昨年60回記念大会を数えた名古屋YMCAが主催 

する市内中学生バスケットボール大会は今年も男 

子 98校、女子 106校の参加で 8月 2日（水）から 

開催されます。 

 開会式は 8月 2日（水）9：45、守山スポーツセ 

ンターで行われます。なお、決勝戦、表彰式は 8月 

13日（日）稲永スポーツセンターです。 

 皆さんの母校の応援に是非一度は観戦にお出か 

けください。組み合わせや会場は実行委員長の長谷 

川君か委員の八木君に問い合わせてください。 

 

※日程と会場 

8月 2日（水）：守山スポーツセンター（SC） 

        東スポーツセンター 

8月 3日（木）：緑 SC 稲永 SC 

8月 4日（金）：市体育館 中 SC 緑 SC 

8月 5日（土）：緑 SC 中 SC 守山 SC 露橋 SC 

8月 6日（日）：枇杷島 SC 千種 SC 

8月 10日（木）：稲永 SC 露橋 SC 

8月 11日（金）：千種 SC  

8月 12日（土）：稲永 SC 

8月 13日（日）：稲永 SC（準決・決勝・表彰式） 

 

 東海クラブのメンバーから大会プログラムへ広 

告を出稿していただきありがとうございます。 

＊㈱広企プロモーション（服部敏久君） 

 ㈱ヤマセイ（山田英次君） 

 ㈱矢場とん（鈴木孝幸君） 

◆長谷川会長のひと言 

 YMCAアフタースクール「FUN !」への本の寄贈、 

昨年春より子どもたちの居場所となるようにとの 

願いをもって、名古屋YMCAはアフタースクール 

「FUN！」をスタートさせました。まだ地域への 

周知は浸透していませんが小学生の低学年の子ど 

もたちが下校後にYMCA会館に集っています。 

東海の連絡主事の浅野麻琴さんが担当し、会館内に 

こだわらず新聞社見学など工夫をこらして子ども 

たちの興味を引き出しています。 

 我がクラブ書記の八木君は子ども向けの書籍を 

探し（低学年向けの本を探すのは苦労するそうで 

す）毎月の第 2例会にYMCAに足を運ぶ度に寄贈 

を続けています。先月 7月 25日には子どもたちか 

ら感謝をこめて誕生カードと御礼の手紙のお返し 

があったとのことです。 

 寄贈された本は、必ずや子どもたちの成長の糧と 

なることと思います。 

 八木ワイズ続きでもう一件、7月の第 2例会時に 

ブリテン郵送用に4年分の切手の寄贈を受けました。 

過去 5年を遡っても趣味の（亡父の）切手を提供し 

ていただいております。 

 クラブの皆さんから寄せられたお年玉の年賀切 

手（クラブの会計で換金し西日本区へ）と合わせ、 

これを活かして名古屋東海クラブの機関紙ブリテ 

ンを多くの内外のワイズメンや友人（会友）にお 

送りすることができています。 

 これらの下支えを紙面を通して紹介し、提供者 

の皆さん（八木君を含め）に感謝を申し上げるばか 

りです。 

※「ワイズコーン」の販売  

名古屋グランパスクラブは今年も日和田（高根）の 

昼夜の寒暖差が生みだすフルーティーなコーンを

販売します。詳しくは中部ホームページをご覧くだ 

さい。担当は吉田一誠君です。 

8本入り 2,800円（送料別）申し込みはメール又は 

FAX（052－757－3332）でYMCAまで（8月末締

切） 
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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 

「ユースと共に YMCA を尊重し、ワイズメンズク

ラブとしての責任と協力を果たし、互いの理解を深

める為のプログラムを推進しましょう。」 

   西日本区YMCAサービス・ユース事業主任 

山川新一君（京都めいぷるクラブ） 

 

7月第 2例会報告 20日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 10名 ゲスト 1 

①8月第 1例会（納涼例会）：8月 10日（木） 

19：00～20：30 担当：山田英次君 

 会場：湯ーとぴあ宝（JR笠寺駅） 

 会費：2,000 円（メンバー以外 3,000 円・ユース

1,000円） 

 会場の案内をブリテンに掲載する。 

②今後の予定： 

 名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボール大

会：8月 2日（水）～13日（日）市内各所スポー 

  ツセンター 開会式：2 日（水）9：45～守山

スポーツセンター 決勝・表彰式：13日（日）

稲永スポーツセンター 

 アジア太平洋地域大会：7 月 21～23 日 タイ・

チェンマイ 鈴木孝幸君参加 

 日韓ユースセミナーin名古屋：8月 15～20日 

 8月第 2例会：8月 17日（木）YMCA 

 名古屋クラブチャーター記念日納涼例会：8月 27

日（日）愛知牧場（日進市米野木南山） 

 9月第 1例会：9月 14日（木）ラ・スースANN 

  南山クラブと合同例会 卓話「夢の国アイスラ

ンド」講師：夏目勝弘氏（元アイスランド駐在

大使） 

 第 21回中部部会・金沢クラブ 70周年記念例会： 

 9月 18日（月・祝）金沢ニューグランドホテル 

③長谷川会長からの提案事項 

 今年度重点プログラムの確認 

 ブリテン発送先の検討 

 ワイズ名刺の作成 

④学童キャンプ（前月に引き続き連絡） 

 今年は 3期開催される（各期 30名） 

 参加費補助の枠は各期全額補助 10 名、半額補助

10名で既にキャンセル待ちの状況 

 1 期・2 期は学生ボランティアリーダーが試験期

で十分な数の確保が厳しい状況である。 

 ワイズメンとしてはリーダーの代わりはできな

いが物心のサポートをできるだけしたい。 

⑤総会で修正した予算と年間計画表を配布 

 

◎例会・行事の出席者 7月出席率 16／17 94.1％ 

 7 月 7 日：名古屋 YMCA 市内中学生バスケット

ボール大会準備会 長谷川 

 7月 8日：第 1例会（クラブ総会） 

  浅野猛・浅野麻・池野・大島・太田・鈴木一・

橋爪・長谷川・松本・八木・山田・山村・鷲尾 

メークアップ：遠藤・柴田・鈴木孝  ゲスト：

川本龍資君（名古屋クラブ）西野真希さん（ス

タッフ） 

 7月 20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・鷲尾 

  ゲスト：松田 

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

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：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明 

 功労会員：野村秋博 

                                                 



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

      （○印・必要事項を記入の上、早めにＦＡＸ又はメール等にて返送して下さい。） 

 

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

連絡主事  浅野麻琴さま        氏名             

名古屋東海ワイズメンズクラブ出欠連絡票 
 メンの出

欠席 

ゲストの有無・そ

の他 

１．８月第１例会 

納涼例会 

８月 10日（木） 

19:00～21:00 懇親会 

湯～とぴあ宝 ＪＲ笠寺駅

日本ガイシホール近く 

徒歩５分 

TEL０５２-６１１-１１２６ 

参加費:メンバー2000円 

ゲスト 3000円 

ユース 1000円 

 

出席 

 

欠席 

 

 

２．８月第 2 例会 

 

8 月 17日（木）   

19：00-～20：30 

名古屋 YMCA  

出席 

 

欠席 

 

 

 

 ９月第 1 例会 

９月１４日（木）  

19:45～20:45 

ラ・スース・ANN 

卓話「夢の国アイスランド」 

 

 

 

南山クラブと合同

例会 

日韓ユースセミナー 

8 月 15日（火）～20日(日) 

名古屋 YMCA他  
 

 

 

 

中部部会・金沢クラ 

ブ 70 周年記念例会 

９月１8日（月・祝） 

12：30-～17：00 

金沢ニューグランドホテル 

 

 

 

名古屋ＹＭＣＡ市 

内中学生バスケッ 

トボール大会 

８月２日（水）～１3日（日） 

名古屋市内各所スポーツセ

ンターほか（名古屋ＹＭＣＡ

ホームページ参照） 

 

 

決勝戦・表彰式は

稲永スポーツセ

ンター(港区) 

8 月の例会は、会場もいつもと異なります。同封のパンフレット地図を

参照ください。8 月３日（木）夕方までに、お返事をお聞かせ下さい。 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

