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「オークション」 

      TOFの月 

2月第１例会 2月 14日（木）YMCAチャペル 

 今月は TOF

の月。食事抜き

の例会。 

YMCA 本館

に会場を移し、

恒例のオーク

ションを行い

クラブファン

ド充実のために担当の遠藤彰一君・太田全哉君が大

活躍でした。 

 

遠藤君のいつもの軽妙なトークでオークション

が進められ、提供された品物が次々と競り落とされ、

ちょっと遅刻の鈴木孝幸君（矢場とん）のしゃぶし

ゃぶ用の肉も「肉まん」も好評のうちに全部お買い

上げ。売り上げの合計は 42,500 円となり特別会計

のファンドに繰り入れられた。ファンドポイント 

浅野猛雄君 1,250  浅野麻琴君 2,000 

池野輝昭君 3,000  大島孝三郎君 1,750 

太田全哉君 2,500  遠藤彰一君 5,250 

木村眞知子君 3,750 柴田洋治郎君 4,500 

鈴木孝幸君 9,000  中江正典君 2,500 

橋爪良和君 4,750  長谷川和宏君 2,250 

服部敏久君 2,250  真鍋孔透君 4,250 

松本 勝君 1,250  八木武志君 2,250 

山田英次君 4,500  山村喜久君 2,750 

鷲尾文夫君 2,250  

今回のゲストは元西武の投手で中日ドラゴンズ

のコーチをさ

れていた杉本

さんです。杉本

さんは今は福

岡にお住まい

ですが、野球チ

ーム「矢場と

ん」の臨時コー

チとして名古

屋に来られています。以前東海のクリスマス祝会に

も参加されたことがあります。 

          （八木武志・記） 

                        

 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） 

 

                        

※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。 

この切手はブリテンの発送に使い、その代金を含め

て西日本区のＣＳ（地域奉仕）資金に献金します。 

献金目標は一人あたり 1,500円です。 

ＣＳ資金は区内のクラブから申請された地域奉仕 

活動の補助に活用されています。 

ＣＳ＝Community Service 

ＣＳ委員会の資金はこの切手による献金とＴＯ

Ｆ・ＦＦ献金によるファンドがあります。 
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春のチャリティーウォークは美濃路を 

第8回を迎えるチャリティーウォークは3月30日 

（土）名古屋・堀川の五条橋をスタート地点で開

催されます。（午前９時３０分集合・出発） 

 コースは五条橋から清須市の清洲城跡と五条橋 

約８㎞、３時間、やや長い距離です。 

 

☆五条橋⇒浅間町ＹＭＣA日本語学院⇒樽屋町大 

木戸跡⇒白山神社⇒枇杷島橋⇒問屋記念館⇒新川 

⇒清洲・五条橋⇒清洲城⇒清洲古城跡公園 

 

参加費（1,000 円）を日本ＹＭＣA が行う、大震

災・大規模災害復興支援活動に寄付します。 

 参加の申込、問合せは担当の長谷川君・大島君ま 

で。途中参加、途中リタイアもＯＫです。 

 

 

卒業リーダー感謝会 

（追い出しパーティー） 

 4年間（それ以上の人も？）リーダーとして奉仕 

していただき、4月からは社会人として旅立つリー 

ダーの感謝会が 3月 17日（日）に南山ＹＭＣＡで 

開催されます。 

 野外活動、キャンプ、学童保育、体操教室など 

ＹＭＣＡの活動を支えていただき、子どもたちの 

良き先輩として指導の責任を負ってこられたこと 

に心から感謝をいたします。 

 社会人として働くことになってもＹＭＣＡでの 

活動を糧として頑張ってください。そしていつの日 

にかワイズメンとして再びＹＭＣAの活動に連なり 

後輩のリーダーを支える働きを期待します。 

 

「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した。 

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     （設立メンバー）↓ 

 

スポンサークラブ金沢クラブの幸正一誠会長の開

会宣言・点鐘で

はじまり、準備

委員長の清水

淳君の挨拶と

経過報告、設立

総会議事でク

ラブ会則の承

認、クラブ役員

の選出が行われた。（懐かしい富山クラブのバナー） 

 懇親会では柴田洋治郎君、鈴木一弘君は森田恵三 

ワイズと親しく懇談、大先輩の話に感銘を受けた。 

 

なお、国際協会加盟認証状伝達式（チャーターナイ

ト）は 5月に同じ会場のとやま自遊館で開催されま

す。＜2019年 5月 11日（土）＞ 

多くのワイズメンがお祝いに出席されるよう期待 

しています。 
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お誕生日おめでとうございます 

   

結婚記念日おめでとうございます 

    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。」 

   西日本区 JWF管理委員長 

西野陽一君（大阪高槻クラブ） 

2月第 2例会報告 21日（木）19：00～20：30   

YMCA 出席 14名 

① 3月第１例会：3月 14日（木）18：45～20：30 

  会場：ラ・スースANN 担当：山田英次君 

 「DBC交流会準備」・メンバースピーチ 

②今後の予定 

 ・市内中学生バスケットボール大会運営委員会：

2月 26日 ＹＭＣA （長谷川・八木） 

 ・ピンクシャツデー：2月 27日（水） 

 ・次期会長・主査研修会：3月 9・10日 大阪 

  （山村・鷲尾） 

・3月第 2例会は祝日のため中止。 

 ・東日本大震災被災者追悼式：3月 11日（月） 

  14：00～ 矢場公園 

・卒業リーダー感謝会：3月 17日（日） 

 ・DBC交流会：3月 23・24日 

 ・チャリティーウォーク：3月 30日（土） 

 ・4月第 1例会：4月 11日（木）ラ・スースＡＮ

Ｎ  卓話「木材の利用は山村（やま）と都市

（まち）をつなぐ架け橋」山本剛久氏 

 ・春の根の上まつり：4月 29日（祝） 

 ・とやまクラブチャーターナイト：5月 11日（土） 

 ・西日本区大会：6月 22・23日 

 ・クラブ総会（裸で語合う会）：7月 6・7日予定 

 ・アジア太平洋地域大会：7月 19～21日 仙台 

③名古屋ＹＭＣＡリーダーOB／OG会「花」設立準 

備会立ち上げに伴う協力基金について、名古屋グ 

ランパスクラブの阿部、荒川ワイズより協力の依 

頼があり、了承。出来るだけ協力する。 

④DBC交流会：3月 23日・24日を予定。 

 奈良クラブ、御殿場クラブに案内を送った。 宿

泊は「恵那峡ラジウム館」を予約 

  会費は 15,000円 

  「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 

 2月出席率 21／22 95.4％ 

 2 月 10 日：とやまクラブ設立総会 柴田・鈴木

一・八木 

 2 月 14 日：第 1 例会：浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・木村・柴田・鈴木孝・中江・

橋爪・長谷川・服部・松本・真鍋・八木・山田・

山村・鷲尾  

  ゲスト：杉本（鈴木孝） 

メークアップ：神谷・鈴木一 

 2月 21日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・神谷・柴田・橋爪・長谷川・松本・

八木・山田・山村・鷲尾 

  ゲスト：阿部一雄君・荒川恭次君（グランパス） 

 

◆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・長

谷川和宏  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

                                                 



・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 

１．2019年３月 

第１例会 

 

３月１４日（木） 

18:45～20:30 

担当:山田英次  

会場：ラ・スース 

・ＤＢＣ交流会準備 

・メンバースピーチ 

 

出席 

 

欠席 

 
 

 

 

 

 

 

２．2019年３月 

第２例会 

３月１４日(木) 

第１例会と兼ねます 

  

 

３．卒業リーダー 

感謝・激励会 

３月１７日(日) 

会場：南山ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

４．春のウォーキング

2019（みんなで歩こ

う！春の美濃路） 

３月３０日（土） 

９：30～12：30 五条橋集合 

 名古屋・五条橋～清洲・五条橋  

出席 

 

欠席 

 

５・名古屋地区ワイズ 

メンズクラブ連絡会 

３月２０日(火) 19：00～ 

会場：ＹＭＣＡ池下 

  

６・東日本大震災 

被災者追悼式 

３月１１日(月）14：00～、17:30  

会場：矢場公園ナディアパーク南 

  

８．次期会長・次期主査

研修会 

3 月９日（土）～１０日（日） 

大阪・新大阪  

  

７．ＤＢＣ交流会  3 月 23日（土）～２4日（日） 

恵那峡ラジウム温泉館・岩村城

下町界隈 

出席 

 

欠席 

食事の要・不要 

23 夜 

24 朝・24 昼 

3 月 5 日（火）までに返信をお願いします 

2018-19 名古屋東海クラブ・ブリテン委員会 

 

 

 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

