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「オークション・クラブファンド充実」 

とＴＯＦの月に飢餓に苦しむ人

への思いを馳せて 

2月第１例会  

2月 8日（木）18：45～20：30 ＹＭＣＡ         

  

 今月はＴＯＦの月、例会の食事代を西日本区へ送

金し、世界の飢餓に苦しむ人々への支援活動をして

いるＹＭＣＡへの国際協会のサポートを支援しま

す。 

 食事を抜くので会場を池下のＹＭＣＡチャペル

に変え、プログラムはクラブファンド充実のための 

「オークション」。担当の遠藤君、太田君の進行で 

合計 30,500 円のファンドに積み上げることができ

た。 

 ファンドポイントは次の通り。（敬称略） 

浅野（猛）1500 浅野（麻）3750 大島 1000 

太田3750 遠藤3000 柴田2000 鈴木（孝）10000 

橋爪 5500 長谷川 500 松本 250 八木 1750 

山田 5000 山村 5750 鷲尾 2000 

（ポイントの計算方法は提供 100％、買上 50％） 

 

 進行の遠藤君の品物に合わせて相応しい？メン

バーにお買い上げを勧めるダジャレの効いた口上

に品数（27点、高齢化に伴い少なくなった）に比べ 

多額の金額となった。鈴木孝幸君提供の豚肉（ブタ

マン・しゃぶしゃぶ用・ヒレカツ・ロースカツ）は

皆が狙っているので最後に回し、例によってジャン 

ケンによって幸運の落札者をきめた。 

 

 オークションを始める前にボランティアセンタ

ースタッフの藤本涼子さんから、今月の第 4水曜日 

28日のピンクシャツデー（いじめのない社会をめざ 

す運動）のプログラムへの協力と、第 2例会までに

「一言」をカード

に書いてきて頂

き、館内をピンク

一色にしましょ

うとのお願いが

ありました。 

28日には「ワークショ

ップ・いじめってなん

だろう？」が開催され

ます。18：30～

20：00 

名古屋YMCA 

5階チャペル 

ファシリテー

ター：瀧亜紗美

氏（中学教員） 

 

 また、この 4 月に開校の名古屋 YMCA 日本語学

院の担当スタッフの惟任將彦さんから、学生との会

話パートナーとして互いを理解し、異文化交流を通

して学び合うボランティアチューターを募集して

いる、ワイズメンの皆さんも是非メンバーに登録し

て頂けると幸いですとのアッピールがありました。 

活動場所の日本語

学院は地下鉄鶴舞

線「浅間町」駅 

から徒歩5分のとこ

ろ、西区花の木 1丁

目 1－18です。 
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名古屋 YMCA春のウォーキング 2018 

３月 24日（土）堀川７橋巡り名古屋城まで 

～みつかる。つながる。よくなっていく。～ 

～大震災・災害復興支援プログラム～ 

 先月にもお知らせしましたが、春のウォーキング、 

堀川運河沿いの約 2時間の街歩き、納屋橋、五条橋 

はじめ堀川７橋を歩きます。このウォーキングの切 

っ掛けとなったのは東日本大震災の災害地復興を 

祈り奈良昭彦さんが提唱した「揚がれ希望の凧」の 

プログラムでした。１９５９年名古屋を襲った伊勢 

湾台風のことも忘れてはならないが、その後にも襲 

った熊本地震などの自然災害に今なお苦しむ子供 

たちやその家族への復興支援活動に取り組む、仙台 

、盛岡、熊本のYMCAへ私たちが出来ることに思 

いを馳せる機会にしたいと思います。 

期 日：2018年 3月 24日（土）＜小雨決行＞ 

集 合：午前 10時 地下鉄名城線金山駅南口広場 

対 象：どなたでも参加できます。部分参加OK 

    幼児以下の方は保護者同伴、春休み家族で 

    運が良ければ桜が咲き始めているかも 

参加費：1,000円／1家族 

    被災地復興活動支援YMCAに寄付します。 

申し込み：3月 22日（木）までに電話又はFAX 

申込先：名古屋YMCAボランティアセンター 

 電話：052－757－3331 FAX：052－757－3332 

主 催：名古屋YMCA内ワイズメンズクラブ名古 

    屋地区連絡会 

＜詳しくは案内のチラシをご覧ください＞ 

＜長谷川和宏クラブ会長の日誌から＞ 

 風の無い穏やかな 2月 19日午後、１ケ月後の 

「春のウォーキング 2018」の下見に行った。 

 今回の目的の一つは堀川７橋を渡り切った後、 

右岸と左岸どちらのコースをとるかを決めること 

であった。ゆっくりと歩くこと約２時間、主に右岸 

を歩くことを確定、今回に限ったことではないが道 

中に新しい発見がある。「松重閘門（まつしげこう 

もん）」は中川運河と並行して流れる堀川との連絡 

を図るために設けられた閘門です。中川運河の水位 

が低いため、船の往来に水位を調整する機能をもっ 

ていたもので名古屋市が近く復活のため調査を開 

始するとの事。楽しみである。 

 今日の２つ目の目的、中日新聞社に直行し、友人 

の今原氏に、この「春のウォーキング」企画の概要 

を説明し、「広告宣伝にご協力を」とお願いし、「事 

前告知、当日取材ともに大丈夫」との一発回答、意 

気揚々と帰宅。 

 内部広報の進捗具合をボランティアセンターの 

藤本涼子さんに電話確認、このことが中部部会の 

成功につながるものと信じ、今日のウォーク終了。 

第 22回中部部会は 

東海クラブがホストクラブです。 

 2018－19年度の第 22回中部部会は 10月 6日 

（土）名古屋東海クラブがホストクラブで開催され 

ます。柴田洋治郎次期部長、池野輝昭次期会長、長 

谷川和宏実行委員長を中心に準備が進められてい 

ます。東海クラブメンバーそれぞれが叡智を出し合 

い、それぞれのできることで協力し、中部各クラブ 

のワイズメンを温かく迎えたいと思います。 

 東海メンバー全員がそれぞれ実行委員会の中で 

役割を分担していただきます。長谷川実行委員長 

を全員でサポートしましょう。 

 ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部 

第 22 回中部部会：2018 年 10 月 6 日 

   会場：アイリス愛知（中区丸の内） 

第 22回中部部会実行委員会 委員長：長谷川和宏 

 ・総括：柴田洋治郎次期部長・池野輝昭次期会長 

 ・会場：鷲尾文夫・大島孝三郎・山田英次 

 ・予算会計：浅野猛雄・太田全哉 

 ・プログラム：松本勝・浅野麻琴・鈴木孝幸 

        橋爪良和・服部敏久・山村喜久 

 ・広報・登録：遠藤彰一・鈴木一弘・八木武志 

2月現在決定事項 

 期日：2018年 10月 6日（土）12：30～16：30 

 会場：アイリス愛知（愛知県職員共済組合） 

 登録費：10,000円 

※卒業リーダー感謝会：３月 21日（水・祝） 

 子どもたちのプ

ログラムをスタッ

フと共に展開して

きたリーダーの中

で、今年卒業して社

会人として羽ばた

く方に感謝と激励

の会が毎年開催されます。社会人の先達としてワイ

ズメンからも激励の言葉をかけてくださればと思

います。リーダー会により準備が進んでいます。 
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お誕生日おめでとうございます 

  ＜今月は該当者なし＞ 

結婚記念日おめでとうございます 

  3月 18日  鷲尾文夫君・美代子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

JWF（Japan West Y’s Men’s Fund） 

「JWF は皆様の厚意によって支えられています。

個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いしま

す。」    西日本 JWF管理委員長 

岩本 悟君（熊本にしクラブ） 

2月第 2例会報告 15日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 10名  

①3月第 1例会：3月 8日（木）ラ・スースANN 

 卓話「マジックショー」 

 講師：伊賀奈 功氏（マジシャン） 

担当：鈴木孝幸君 

②今後の予定： 

 ピンクシャツデー：2 月 28 日（水）  いじめ

をなくそうの思いをピンクのシャツにこめて。 

 名古屋クラブ 70周年記念例会：3月 4日（日） 

  会場：アイリス愛知 

 3月第 2例会：3月 22日（木） YMCA 

  15日の予定を変更する。 

 西日本区次期会長・主査研修会：3月 10・11日 

  出席予定：池野次期会長・鈴木一次期主査・柴

田次期中部部長の 3名 

東日本大震災被災者追悼式：3月 11日（日） 

 矢場公園（ナディアパーク南側） 

チャリティーウォーク：3月開催、3ページ参照 

 卒業リーダー感謝会：3月 21日（水・祝） 

  卒業するリーダーに感謝と激励を 

 イースター早天礼拝：4月 1日（日）7：00～ 

  8：00 名古屋中央教会（栄） 

 春の根の上まつり：4月 29日（日・祝） 

 国際協力街頭募金：6月の予定 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

 第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会：8月 2日（木）～13日（月） 

③次期中部部会（10月 6日）について 

 各施設からの見積もりを検討の結果、会場の候補

としてアイリス愛知に決定し、更に交渉を進める。 

 プログラムによるが開催時間を 12：30～16：30

の間に設定する。登録費は 10,000 円として予算

の案を作成する。名古屋クラブ 70 周年記念例会

に PRできるようチラシ第 1報を作成する（松本

君に依頼） 

④第 1例会の担当の変更 

 3月：橋爪君⇒鈴木孝君 4月：池野君⇒橋爪君 

 6月：鈴木孝君⇒池野君 

⑤台湾・花蓮地震への西日本区の取り組み 

 大野理事より、今回は募金等の支援は行わないと

の連絡。台湾YMCAからの要請があれば再検討。 

◎例会・行事の出席者 

 2月出席率 16／17 94.1％ 

 2月 8日：第 1例会 浅野猛・浅野麻・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  

ゲスト：藤本涼子さん・惟任將彦さん メーク

アップ：池野・鈴木一 

2月 15日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾 

2月 27日：名古屋YMCA市内中学生バスケット

ボール大会役員会 長谷川・八木 

 

◆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、５日(月)までにＦＡＸ又はメール等にて必ず返送下さい。） 

・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 

・メールアドレス：m-asano@nagoyaymca.org 

連絡主事 浅野麻琴 様      氏名  

東海クラブ３月出欠連絡 
 

企画行事 

 

日時・会場他 

メ ン の

出欠席 

ゲストの有無・

そのお名前他 

１．2018年３月 

第１例会 

 

３月８日（木） 

18:45～20:00 

担当:鈴木孝幸  

会場：ラ・スース 

卓話：伊賀奈 功氏 

「マジックショー」 

 

出席 

 

欠席 

 

 
 

 

 

 

 

 

２．2018年３月 

第２例会 

３月２２日(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

３月だけ、第４週

に替わりました 

 

３．卒業リーダー 

感謝激励会 

３月２１日(水・祝) 

会場：南山ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

４．春のウォーキング

2018（堀川 7橋を巡

って）３・１１復興

支援 

３月２４日（土） 

10：00～12：00  
 金山駅南口集合 

尾頭橋～五条橋（別紙参照）  

出席 

 

欠席 

東海クラブが主

管します 

５・名古屋クラブ 

創立 70周年記念例会 

３月４日(日) 

会場：アイリス愛知 

13：00～16：30  

出席 

 

欠席 

受付終了 

６・東日本大震災 

被災者追悼式 

３月１１日(土）14：30～、17:30  

会場：矢場公園ナディアパーク南 

 会場替わりまし

た 

予告：2018年４月 

   第１例会 

 

４月８日（木） 

18:45～20:45 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

 会食と卓話、担当:橋爪良和 

 

 

 

2017-18 名古屋東海クラブ・ブリテン委員会 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

