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「夢の国アイスランド」  

夏目勝弘氏（日本ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ協会副会長） 

9 月第１例会 9 月 14 日（木）18：45～20：30 

 （南山クラブと合同例会）ラ・スースANN 

 今年のチ

ャリティー

ウォークを

「人道の道

を歩く」のテ

ーマでおこ

なったとき、

夏目氏が杉

原千畝と共に岐阜県出身の外交官であるという共

通点から、ウォークにお声がけをして参加して頂き

ました。その時，今日の講師をお願いした次第です。 

 講師は外務省に入省後、国連代表部、スイスのジ

ュネーブ代表部、エチオピア、米国、イスラエル大

使館を歴任後、2011 年にアイスランド駐在ノルウ

ェー大使館大使に就任されました。 

 今日は南山クラブとの合同例会と中部部長の公

式訪問の日ともなり、金沢から山内ミハル部長、数

澤輝夫事務局長、伊

藤仁信会計を迎え、

他に猿渡達也氏、西

田典央氏、万福寺昭

美氏のゲストも合

わせ 31 名と賑やか

な例会となりまし

た。 

 本題ですが、講師は赴任地の中では近くで銃声を 

聞くなど危険な体験もしましたが、アイスランドは 

親日国でもあり、安全で気持ちよく任務を達成でき 

たとのことです。 

アイスランド

は人口 33 万人の 

小さな国ですが

天然資源として

魚類、水力、地熱 

エネルギーに恵

まれた美しい国 

です。北アメリカプレートとユーラシアプレートが

交錯しており、年間約1インチ拡大している国です。 

国の特徴に、世界一平和な国であり、世界一住みや

すい。男女平等世界一、世界初の女性大統領が誕生

した（ここで、中部部長が女性であることに共感さ 

れました）、世界初の民主議会を開設した（西暦 930 

年）、世界一の美女の国（身長も高い）人材の育成

に力を注ぐ教育予算世界一、オーロラがよく見られ

る、などが挙げられる。日本との共通点には温泉好

き、漁業が盛ん、家の中では靴を脱ぐ、などがある。

講師の言葉の端々にアイスランドを愛してやまな

い気持ちが感じられました。 

 なお、これから日本人が目指すべきことはグロー 

バルに活躍すべきこと、そのためには語学、とくに 

英語力を身につけて情報を収集できるように。 

 また、外交活動とも共通であるが、人は一歩家を 

出たならば外交の場と心得て、誠実、正確、平静、 

良い機嫌、忍耐，謙譲、忠誠の美徳をもつよう心掛

けるべきであると話された。 

 夏目様には今後ともYMCA とワイズメンズクラ 

ブをご理解を頂ければ幸いです。（大島孝三郎・記） 

◎部長公式訪問 

 

山内ミハル

部長（金沢ク

ラブ）の挨拶。 

  
長谷川会長の開会宣言点鐘、司会の大島君 

金沢クラブ部長キャビネット（左・数澤

事務局長、中央・伊藤中部会計） 

◎来年は国際大会の年です。近い国ですから是非ご

参加ください。 

※Welcome to Yeosu Korea! Yes,We Can Change! 

 2018 年 8 月 9 日（木）～12 日（日） 

第 73 回ワイズメンズクラブ国際大会は韓国の

YeosuのExpo Convention Centerで開催されます。 
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第21回中部部会＆金沢クラブ70周年記念式 

◎前夜フレンドシップ 2017 年 9 月 17 日（日） 

      金沢ニューグランドホテル 

東海クラブからは 

長谷川会長、浅野君、 

大島君、八木君が参

加。 

 

大野勉理事も申込1号

で駆け付け、歌で金沢

クラブの 70 周年を 

祝い、今後の益々の活

躍にエール。 

◎中部部会 2017 年 9 月 18 日（月・祝）12：30 

  

バナーセレモニー長谷川会長がバナーを掲げ入場 

 

山内ミハル中部部長の開会挨拶 祝辞大野西日本 

区理事、山野之義金沢市長、朝倉秀之金沢 YMC 

A 理事長 

西日本区ワイズ将来構想について森田恵三西日本

区特別委員会委員長（京都ウエストクラブ）より資

料をもとに「ワ

イズ起こし」は

中部から！と

中部の 

奮起を促す報

告があった。記

念講演は加賀

友禅作家とし

て活躍されている加賀染振興協会理事、金沢市工芸

協会会員の毎田仁嗣氏によるお話。 

 

全員での記念集合写真を撮り、会場を移して金沢ク

ラブ 70 周年記念式、

第 70 代会長の幸正一

誠君の挨拶の後親ク

ラブの大阪クラブ清

水汎副会長からお祝

いの言葉をいただき、

数澤輝夫君が少ない

資料の中苦心の編集による金沢クラブ 70 年の歩み

の紹介。YMCA の歌を全員で歌い金沢クラブの 70 

年と更なる活躍を祈りました。 

 懇親会にうつり、山内さんの教え子である藤舎真

衣さんの横笛の演

奏にはじまり、澁谷

君の食前感謝、西日

本区書記進藤啓介

君の乾杯であちこ

ちで賑やかな、和やかな懇

親の輪ができていた。 

部会での熊本豪雨災害復

旧支援献金 78,774 円が九

州部の小田哲也部長に託された。またびわこ部の一

井伸介君のギター演奏や大野理事の指導による歌

声喫茶などが華を添えた。東海クラブの参加者は前

日からの 4 人に柴田君、鈴木一君、橋爪君。 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  10月 15日   山村喜久君 

メネット  10月 27日   鈴木純子さん 

 

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 

BF・EF 

「国際組織の一員であることを再認識し、BF/EFの

目的を理解しましょう。」 

     西日本区国際・交流事業主任 

金澤市郎君（京都クラブ） 

 

9月第 2例会報告 21日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 10名  

①10月第 1例会：10月 12日（木）ラ・スースANN 

18：45～20：30 担当：柴田洋治郎君 

 卓話「発達障害の概要」 

 講師：小川真紀氏（名古屋市発達障害支援センタ

ーりんくす名古屋） 

②11月第 1例会：11月 9日（木）ラ・スースANN 

 18：45～20：30 担当：鷲尾文夫君 

 卓話「健康と人生の貸借対照表」 

 講師：田中保男氏（株みらい経営ヘルスケアコン

サルティング事業部シニアマネージャー） 

③今後の予定： 

 名古屋YMCA大会；10月 1日（日） 

 秋の根の上まつり：10月 9日（月・祝）根の上 

 10月第 1例会：10月 12日（木）担当：柴田君 

 10月第 2例会：10月 19日（木）YMCA 

 じゃがいも荷下ろし：10月 21日（土）南山 

 名古屋YMCA・南山バザー：10月 29日（日） 

 チャリティーラン：11月 4日（土）名城公園 

 世界YM・YWCA合同祈祷週：11月 5～12日 

 11月第 1例会：11月 9日（木）ラ・スース 

 DBC交流会：11月 11日（土）・12日（日）御殿

場東山荘（御殿場クラブ・奈良クラブ） 

 中部合同メネット会・評議会：11月 18日（土） 

 名古屋YMCAチャリティーゴルフ：11月 24日 

④次期中部部長のスタッフ等について 

 柴田次期中部部長のキャビネット（書記・会計・

事務局長・連絡主事・主査等）について柴田君か

ら提案があり、基本的には了承、次期クラブ役員

と勘案し、10月第 2例会で協議する。 

 部会は 2018年 9月 2日（日）を第 1案とする。 

⑤南山のバザーについて 実行委員会から仕入れ、

器材の調達は担当するクラブが準備するとのこ

とであるが火気を取り扱うことを含め、東海クラ

ブとしては困難がある。実行委員会で準備してい

ただけるなら昨年と同じ「ヤキトリ」を担当する。 

 10月例会でバザー券 2枚（1000円）購入の依頼

があったのでご協力をお願いします。 

◎例会・行事の出席者 8 月出席率訂正 16／17 

94.1％（鈴木一君 8／30大阪センテニアルクラブ

でメークアップ） 9月出席率 17／17 100％ 

 9月 7日：名古屋地区連絡会・南山バザー実行委

員会 浅野猛・柴田・橋爪・長谷川 

9 月 14 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷

川・松本・八木・山田・山村・鷲尾 メークア

ップ：鈴木一 ゲスト猿渡達也・万福寺昭美・ 

 西田典央 中部部長公式訪問：山内ミハル部

長・伊藤仁信会計・数澤輝夫事務局長 

 南山クラブ 8名 

 9月 17日～18日：中部部会 浅野猛・大島・柴

田・鈴木一・橋爪・長谷川・八木 

 9月 21日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・柴田・橋爪・長谷川・八木・松本・山村 

◆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
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１１月１１（土）・１２日（日） 奈良・名古屋東海・御殿場 

      ３クラブ合同例会のご案内 
------- 今年は秋の富士山と三島のウナギを楽しみませんか --------- 

 

日程 

2017年 11月 11日（土） 15:00  YMCA東山荘集合 

             15:30    市内温泉・とらや工房（岸邸）・アウトレット 

            18:00  ３クラブ合同例会（東山荘記念舘食堂） 

    11月 12日    8:00  朝食（東山荘記念舘食堂） 

            10:00  三島スカイウォーク（雨天：時のすみか） 

            11:30  三島市内鰻店 

            13:00  解散   

 

会費  13,000 円    

申込  11月４日までに堀口までお申込みください。 

事務局  御殿場クラブ DBC 堀口・井田・野木 

 412-0024 御殿場市東山 1052 東山荘内 TEL:0550-83-1133 FAX:0550-83-1138 

 E-mail: horiguchi@ymcajapan.org   堀口携帯 090-1056-1632   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全長 400m、歩行者専用としては日本一長いつり橋。 

富士山や駿河湾・伊豆の山並みなど橋の上から一望できる絶景をお楽しみください。 

tel:0550-83-1133


      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 様       氏名             

名古屋東海クラブ１０月度出欠連絡票 
 出欠席 ゲストその他

の有無 

１．10 月第１例会 

 

10月 12 日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

TEL０５２-９５０-０２８０ 

卓話と交流 

担当：柴田洋治郎ワイズ 

卓話：小川真紀氏(名古屋市発達障

害戦センター) 

「発達障害の概要」 

出席 

 

欠席 

 

２．10 月第 2 例会 

 

10月 19 日（木）   

19：00-～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ  

出席 

 

欠席 

 

 

 

３．名古屋ＹMＣＡ大会 
10月 1日（日）12:30～ 

ルブラ王山 

出席 

欠席 

詳細別紙 

４．根の上秋祭り 
10月 9日(月・祝) 

根の上キャンプ場 

出席 

欠席 

詳細別紙 

５．ジャガイモ荷下ろし/

受け取り 

10月 21 日(土)13:45～ 

南山ＹＭＣＡ 

当日 

後日 

 

６．名古屋ＹＭＣＡ・南山

バザー 

10月 29 日(土)8:45～ 

南山ＹＭＣＡ 

出席 

欠席 

詳細別紙 

名古屋グランパスクラブ

特別例会お誘い 

１０月３日(火) 19：00-～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ 卓話例会「テレビ

番組制作の裏側」 

 希望者は急ぎ

会長長谷川迄 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org


※予告：11 月第 1 例会 

11月 9日（木）  

19:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

担当：担当：鷲尾文夫ワイズ 

卓話：田中保夫氏 

(株)未来ヘルスケア経営コンサル

ティング事業部シニアマネジャー 

「健康と人生の貸借対照表」  

 詳細後報 

※予告：チャリティ・ラン 
11月４日（土） 

名城公園  

 詳細別紙 

※予告：世界ＹＭＣＡ・ 

ＹＷＣＡ合同祈祷週 

 

11月 5日（日）～12日(日) 

名古屋ＹＭＣＡ他 

 詳細後報 

※予告：ＤＢＣ交流会 

（奈良・御殿場・名古屋

東海 3 クラブ交流会） 

11月 11 日（土）～１2 日（日） 

東山荘（御殿場クラブ主管） 

 詳細後報 

※予告：中部評議会 

 ＆中部合同メネット会 

11月 18 日（土）～１9 日（日） 

金沢・湯涌温泉他 

 詳細後報 

※予告：名古屋ＹＭＣＡチ

ャリティゴルフ 

11月 24 日(金)さなげＣＣ  詳細別紙 

 


