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「センポ・スギハラメモリアル 

       と瑞陵高校」 

      森 重統氏（瑞陵高校教諭） 

1月第１例会 1月 10日（木）ラ・スースANN 

 今回の

講師は私

の高校時

代の同窓

生である

森重統・瑞

陵高校教

諭にお願

いした。 

 

 森講師にはチャリティーランでもお世話にな

っており、前任校、現高校でもインターアクトクラ

ブの取り纏めをしていることから YMCA への理解

も深い。 

この日は体調不良による欠席者が多かったが、4

名のゲストを迎えることにより、これを穴埋めする 

形となった。 

卓話の内容は、パワーポイントや当日配布のレジ

ュメの通りであるが、私がこのテーマを選んだきっ

かけは、この 10月に杉原千畝氏を顕彰したセンポ・

スギハラメモリアルが瑞陵高校内に開設されたこ

とにより、これが新聞等に多く報道され、愛知県民、 

名古屋市民にとって杉原千畝氏への関心が更に高

まっていると思ったからである。 

勿論、杉原氏が私の高校の先輩であることにもよ

る。 

又、最近、宗教、人種等の違いによる国際的な紛

争が絶えないこともよく報道されている。一方、杉

原氏は人道的観点から、ユダヤ人に対して‘命のビ

ザ’を発行して多くの命を救ったという行為が国際

的にも高い評価を受け、同胞人として誇れる気持ち

になったからでもある。 

 加えて、ワイズや YMCA が標榜する「宗教、信

条の相違を越えて、人権を守り、正義と公平を求め

る社会を目指す」という内容にも合致するとも思わ

れるからでもある。 

          （柴田洋治郎・記） 

 今回のゲストは 4回目位になる西田典央さん、 

山村君の友人で昨 11月に開催された名古屋YMCA

チャリティーゴルフ大会に山村君、太田君とともに 

参加し、何と優勝したスポーツマンです。 

 また、木村さんと親しい名古屋クラブの義井裕子 

さん、相馬静香さんもゲスト出席、お二人は瑞陵 

高校の同窓生でしょうか。 

 あと一人は鷲尾君の元同僚で多分 5月の卓話の 

 

 
講師としてお願いすることになる宮川貴さん、丸の

内に事務所のあるファイナンシャルプランナー。 

                        

 御殿場・奈良・名古屋東海３クラブ合同特別例会 

 DBC（国内兄弟クラブ）の交流会は毎年持ち回り

で企画して開催していますが今回は東海クラブが

担当して３月２３日（土）・２４日（日）に恵那の 

岩村地区の散策をメインのプログラムとして計画 

しました。岩村地区は昨年のNHK朝ドラ「半分、 

青い」の前半によく出てきたところで、「鶴瓶の 

家族に乾杯」でも取り上げられたところです。 

 ３月 23日（土）16：00集合 

  恵那市大井町 1685「恵那ラヂウム温泉館」 

  18：00～ 懇親会 

 ３月 24日（日） 

  岩村町散策 

  11：30 昼食 

  12：30頃解散 

 参加費：15,000円（1泊 3食） 

実行委員：橋爪良和・遠藤彰一・山村喜久・浅野猛 

     雄・池野輝昭会長 

※お年玉付き年賀はがきの切手当選番号 

  3等 下 2けた 78 42 02 

郵便局で賞品と引き換えて例会にお持ちください。 
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クリスマスキャロル in ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ 

12月 23日、恒例となった名古屋YMCAのクリス

マスキャロルは今年も 125 名のサンタの衣装の聖

歌隊が JR セントラルガーデンで讃美歌、クリスマ

スソングを大勢の観客の足をとめた。 

 

 今年もエレクトーンの伴奏は安井さんがしてい

ただき、昨年に続けて金城学院大学の管弦楽OGの

皆さんが伴奏。 

  

 名古屋地区ワイズ各クラブのメン、メネットも多

数駆け付け観客の誘導、歌詞カードの配布などのサ

ポート役を引き受けた。 

  

 東海クラブの大島君は実行委員の責任感から

か？数少ない男声のパートの一員として参加した。 

ただ、後列に立っていたので歌っている姿は見つけ

られなかった。 

このあたりで歌っていた。 

   

 

12 月第 3 例会（忘年会） 

 12月 28日（金）17：00より西大須の食事処 

「たなか」で開催

した。 

池野会長地元の

行きつけの店？

偶然にも大島君

の前津中学時代

の同級生の店だ

った。 

 

 

 山村君は少し遅れて到着したが池野会長からま

ず一杯と（山村君は酒は飲めないのだが）勧められ 

「次期会長を引き受けます」と受け、拍手をもって 

出席者一同も乾杯をした。 

  

「とやまワイズメンズクラブ」設立総会 

 中部のワイズメンが待ち望んでいた富山YMCA 

の新クラブが設立されます。 

嘗てあった「富山クラブ」の復活ではなく、新たな 

思いを結集した「とやまワイズメンズクラブ」が金

沢クラブの幸正会長、清水淳ワイズ、富山YMCA 

の松田総主事、西日本区の遠藤理事、小野EMC事

業主任などの尽力により設立の運びとなりました。 

 2月 10日（日）16：00～20：30 

 とやま自遊館 

なお、チャーターナイトは 5月に開催されます。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メネット   橋爪圭子さん 

       長谷川君子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

    柴田洋治郎君・純子さんご夫妻 

    浅野猛雄君・美也子さんご夫妻 

    鈴木孝幸君・純子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

TOF・CS・ＦＦ 

「あなたの思いやりが人を助け、命を救い、環境を

守ります。各種献金にご協力ください。」 

   西日本区地域奉仕・環境事業主任 

倉 卓也君（京都トップスクラブ） 

（TOF=Time of Fast FF=Family Fast） 

1月第 2例会報告 17日（木）19：00～20：30   

YMCA 出席 15名 

①2月第１例会：2月 14日（木）18：45～20：30 

 会場：ＹＭＣＡ 担当：遠藤彰一君・太田全哉君 

 「オークション」 

 ＴＯＦの月、食事はありません。会場に注意。 

②今後の予定 

 とやまワイズメンズクラブ設立総会： 

 2月 10日（日）16：00～20：30 とやま自遊館 

2月第２例会：2月 21日（木） 

 ピンクシャツデー：2月 27日（水） 

     名古屋集会：2月 15日（金）19：00～ 

 3月第 1例会：3月 14日（木）ラ・スースANN 

  担当：山田英次君DBC交流会準備と事務連絡 

  3月第 2例会は祝日のため中止。 

 卒業リーダー感謝会：3月 21日（木・祝） 

 DBC交流会：3月 23・24日 

 チャリティーウォーク：3月 30日（土）予定 

③次期クラブ役員 

 次期会長に山村喜久君を指名、同君は快諾。 

 次期会長・主査研修会が 3月 9・10日の予定であ 

 り、小林次期部長より依頼の主査を含め次期のク 

 ラブ役員を 2月例会までに検討する。 

④DBC交流会：3月 23日・24日を予定。 

 原案が橋爪君から説明があり了承。奈良クラブ、

御殿場クラブに案内を送ることにした。 宿泊

は「恵那峡ラジウム館」を予約 

  会費は 15,000円を想定。 

  「半分、青い」のロケ地の「岩村」地区散策を

メインのプログラムとする。 

◎例会・行事の出席者 

 1月出席率 22／22 100％ 

 12月 23日：クリスマスキャロル 浅野猛・大島・

柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾・柴田

メネット・長谷川メネット・鷲尾メネット 

 12月 28日：第 3例会（忘年会） 浅野猛・池野・

遠藤・大島・太田・柴田・鈴木一・橋爪・服部・

松本・八木・山田・山村・鷲尾 

 1 月 10 日：第 1 例会：浅野猛・浅野麻・大島・

太田・木村・柴田・鈴木孝・橋爪・服部・平田・

松本・八木・山田・山村・鷲尾  

  ゲスト：相馬さん・義井さん（名古屋クラブ） 

  西田典央さん（山村）・宮川貴さん（鷲尾） 

メークアップ：池野・遠藤・神谷・鈴木一・中

江・長谷川・真鍋 

 1月 17日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・鈴木一・中江・橋爪・長谷

川・松本・真鍋・八木・山田・鷲尾 

  

◆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 2019 年２月出欠連絡票 

 

予定しているプログラム 
出欠席 ゲストの有無、 

お名前 

１．２０１９年２月 

第１例会 

２月 14日（木） 

18:45～20:45 名古屋ＹＭＣＡ 

オークション 

出席 

 

欠席 

 

３．ピンクシャツデー 

  講演会 

２月 15日（金） 

19:00～20:30 名古屋ＹＭＣＡ 

講師：横浜ＹＭＣＡ総主事 

出席 

 

欠席 

 

２．２０１９年２月 

第２例会 

２月 21日（木） 

19:00～20:30 名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

予告．２０１９年 3 月 

第１例会 

3 月 14日(木) 

18：45-～20：45 

ラ・スース・ＡＮＮ 

出席 

 

欠席 

 

 

予告：ＤＢＣ交流会 

恵那・岩村界隈 

3 月 23日（土）～24日（日） 

 

出席 

 

欠席 

 

予告：春のウォーキング 

名古屋の旧街道を歩く 

3 月 30日（土） 出席 

 

欠席 

 

予告：春の根の上まつり 

中津川・根の上高原 

４月 29日（月・祝） 出席 

 

欠席 

 

予告：とやまクラブ 

チャーターナイト 

5 月 11日（土）～12日（日） 出席 

 

欠席 

 

予告：西日本区大会 6 月 22日（土）～23日（日） 

京都市内会場 

出席 

 

欠席 

 

予告：裸の会 

2019-2010クラブ総会 

7 月 6 日（土）～7日（日） 出席 

 

欠席 

 

予告： 

アジア太平洋地域大会 

7 月 19日（金）～21日（日） 

仙台市内会場 

出席 

 

欠席 

 

メール: m-asano@nagoyaymca.org 又は 

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

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

