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「アイドル！」 

 清里千聖さん（元 OSU アイドルグループ

リーダー・愛知ジップ FMで番組を担当） 

10月第１例会      ラ・スースANN 

 今月の卓話は

元 OSU（大須）

のリーダーの清

里千聖さんを招

き、アイドル時代

と現在のFMラジ

オでの仕事を聞 

き、久しぶりの若き乙女にメンバー全員が身を乗り 

出しうっとりと聞き惚れていました。 

 清里さんの父親が私の親友で、1 人娘ですから大

事に育てられ、本当に素直で素朴な娘さんになりま

した。花婿募集中です。彼女の父親は硬い仕事（鉄

筋屋）、また彼女は高校在学中（カソリック系）に 

学業とアイドルの両立に悩み、シスターには頑張り 

ますと話し、立派に両立させた頑張屋です。 

 東海ク

ラブも池

野会長に

なりメン

バー増強、 

会長だけ

に頼らず

私も老骨

に鞭打っ

てついていきます。40年前のリッチな東海といわれ

た時を想い出します。やはり 30名の例会と 10数名 

の例会では楽しさが違います。 

 異業種、異年齢のクラブの楽しさをもっともっと

広め、ワイズの市民権を取り戻しましょう。 

（鈴木孝幸・記） 

※今月は中江正典 

さん、平田真博さん、真鍋孔透さんの入会式。スポ 

                         

ンサーは池野会長で、神谷正博さんは仕事の都合で

本日は欠席、11月例会に入会式を行います。 

 また、ゲストに久しぶりの西田典央さん（山村君

の友人）が出席、是非入会を決意してください。 

 

じゃがいもファンドの荷下ろし（10月 20日） 

 十勝クラブ（東日本区）のじゃがいもファンドの 

荷が到着。昨年より数量は減ったが作業はなかなか 

重労働（メンバーの高齢化？）。 

 浅野猛雄君、浅野麻琴さん、大島孝三郎君、橋爪

良和君、長谷川和宏君、松本勝君、八木武志君ご苦

労様でした。 

 

秋の根の上まつり（10月 8日） 

 恒例の秋の根の上まつりは相次ぐ台風の接近で 

心配していましたが、すっきりした好天に恵まれて 

開催されました。今年は料理長の坂口コースケ君が 

海外旅行で欠席、替わりに同じグランパスクラブの 

信田君が料理長を代行し、それなりに工夫した献立 

で美味しく戴きました。YMCAの元少年部のメンバ

ーやリーダーOBも参加し楽しい根の上まつりでし 

た。今年は遠藤ファミリーが都合で参加できずちょ

っとさみしい会でした。やはりキャンプ場には子ど

もの声が聞こえないと・・・。それでも楽しい歌を 

渡辺真悟君、川本

龍資君のオヤジ

バンドのリード 

でOB諸君大いに

盛り上がりまし

た。 
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第 22回中部部会 114名の参加 

 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 

ました。メンバーの皆さんのご協力のもと盛会裡に 

開催出来ましたこと感謝申し上げます。 

 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 

2018－19年度中部部長        柴田洋治郎 

2018-19年度名古屋東海クラブ会長  池野輝昭 

2018－19年度 中部部長主題 

          「ワイズ総活躍中部」 

 受け付けではモリゾーとキッコロがお出迎え。東

海メンバーはドラゴンズシャツを着ておもてなし。 

 

柴田部長の中部旗を先頭にバナーセレモニー 

 

第 1・2部の司会は松本勝君、第 3部の司会は浅野 

麻琴さんと鈴木一弘君 

 

柴田部長の開会宣言・点鐘と挨拶 

 

遠藤通寛西日本区理事、中村隆名古屋 YMCA 総主

事の祝辞 

 

講演「愛知万博の意義とその後の万博の国際的流

れ」中村利雄氏（元愛知

万博事務総長） 

新入会員紹介 

 今期、東海クラブ 

に入会の５名を紹介。

小野EMC事業主任からお祝いと激励を受けた。 

 DBCの奈良クラブと御殿場クラブのメンバー 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   遠藤彰一君・服部敏久君 

  メネット   山田育江さん 

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 

Public Relations & Wellness 

「ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認

知度を高めましょう。」 

   西日本区広報・情報委員長 

加藤信一君（京都トップスクラブ） 

10月第 2例会報告 18日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 10名 

①11月第１例会：11月 8日（木） 

 会場：ラ・スースANN  担当：大島孝三郎君 

 講師：飯田威夫氏（内科医師）「喘息とPM2.5」 

 入会式：神谷正博君（10月入会） 

②今後の予定 

 じゃがいも荷下ろし：10月 20日（土） 

 YMCAバザー：10月 28日（日）南山YMCA 

  今年も「やきとり」を担当します。 

③10月第 1例会のニコボックス 17,636円 

 クラブファンド残高 640,859円 

④中部部会は事前の予算を上回る参加者があり、若

干の剰余金ができたのでホストクラブとして

YMCA 同盟の災害被災地支援資金に西日本区を

通して献金することとした。（10 万円）なお、中

部会計に5万円を援助することも併せて決定した。 

 中部部会の反省と評価。講演の際、PCの操作に 

 ミスがあったが参加者からは概ね良かったとの

評価であった。 

⑤じゃがいもファンド：荷下ろしは 10月 20日（土）

14：00 南山YMCA、ご協力をお願いします。 

◎例会・行事の出席者 

 10月出席率 22／22 100％ 

 9 月 27 日：中部部会準備会：浅野猛・浅野麻・

大島・木村・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・松

本・八木・山田・山村・鷲尾 

 9月 29日：名古屋YMCA大会：浅野猛・浅野麻・

大島・木村・柴田・橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

 10 月 4 日：中部部会準備会：浅野猛・浅野麻・

大島・太田・木村・柴田・鈴木一・橋爪・長谷

川・松本・八木・山村・鷲尾 

 10 月 6 日：中部部会：浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・木村・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 メネット柴田・橋爪・松本 ゲスト神

谷・平田・中江・真鍋・高田・佐合・伊藤・斎

藤・高橋 

 10 月 8 日：秋の根の上まつり：浅野猛・池野・

橋爪・松本・八木・山田・山村（＋3）・松本メ

ネット 

10月 11日：第 1例会：浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・木村・柴田・鈴木孝・中江・橋爪・

長谷川・服部・平田・松本・真鍋・八木・山田・

山村・鷲尾  

メークアップ：遠藤・神谷・鈴木一 

ゲスト：西田典央さん 

 10月 14日：金沢犀川例会 柴田夫妻・長谷川 

 10月 18日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・柴田・長谷川・松本・八木・鷲尾 

 10月 20日：じゃがいも荷下ろし 浅野猛・浅野

麻・大島・長谷川・松本・八木 

10月 28日：南山YMCAバザー 

◆2018～2019年度クラブ役員 

会 長：池野輝昭 副会長：鷲尾文夫 書記：長谷

川和宏 直前会長：長谷川和宏 一般会計：太田全

哉 特別会計：橋爪良和  会計監査： 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：長谷川和宏 

YMCAサービス・ユース・地域奉仕・環境：（チャ

リティーラン）柴田洋治郎・太田全哉 （バスケッ

トボール大会）長谷川和宏・八木武志 （クリスマ

スカード）八木武志・大島孝三郎 （春のウォーキ

ング）長谷川和宏・大島孝三郎 （国際協力募金）

鈴木孝幸・服部敏久 （南山バザー）松本勝・山田

英次 ＥＭＣ：クラブ全員  国際・交流：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 

中部部長：柴田洋治郎 中部書記：八木武志  

中部会計：浅野猛雄 中部事務局長：橋爪良和 

中部連絡主事：浅野麻琴 

西日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部YMCAサービス・ユース事業主査：鈴木一弘 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



     
 

連絡主事  浅野麻琴 様       氏名           

名古屋東海クラブ１１月度出欠連絡票 
 出欠席 ゲストその

他の有無 

１．11 月第１例会 

 

11月 8日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

TEL０５２-９５０-０２８０ 

卓話と交流 

担当：大島孝三郎ワイズ 

卓話：飯田威夫氏（内科医師） 

「喘息とＰＭ2.5」 

 

出席 

 

 

欠席 

 

 

２．11 月第 2 例会 

 

11月 15 日（木）   

19：00～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ  

出席 

 

欠席 

 

 

 

 

３．第 25 回ＹMＣＡ 

チャリティ―ラン 

11月３日（土）10:00集合 

名城公園 

出席 

 

欠席 

 

 

４．ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ 

合同祈祷集会 

11月 17 日(土) 

 

 

 

 

 

５．ＹMＣＡ 

チャリティ－ゴルフ 

11月 28 日（水）   

予告．12 月第 1 例会 

（クリスマス祝会） 

12月 9日(日)17:00～ 

ラ・スース・ＡＮＮ  

 

 

 

 

 
 

予告．クリスマス・ 

カードコンテスト 

審査発表・表彰式 

12月 8日(土)14:00～ 

南山ＹＭＣＡ  

 

  

予告．12 月第２例会 

 

12月 13 日(木)19:00～20:30 

名古屋ＹＭＣＡ 

  

返信は メールアドレス: m-asano@nagoyaymca.org 

        ＦＡＸ：052-757-3332   名古屋ＹＭＣＡ内 浅野麻琴 連絡主事迄 


