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名古屋東海ワイズメンズクラブ 
 

 

 

会長主題 「例会は出席第一」    

国 際 会 長 主 題  「より良い明日のために今日を築く」 Jennifer  Jones(オーストラリア) 

アジア太平洋地域会長主題  「アクション！」                     田中 博之    （東京多摩みなみ） 

西日本区理事主題  「風となれ、ひかりとなれ」          戸所 岩雄      (彦根シャトー) 

中 部 部 長 主 題  「輪を拡げ 明るく楽しく 元気よく ＹＭＣＡとともに」 

小林 滋記       (名古屋南山) 

名古屋東海クラブ標語  『限りなき熱情を奉仕に』  

 

--------------------今 月 の 聖 句-------------------- 

このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしていま

す。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練

達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられ

た聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。 

                            （ローマの信徒への手紙第 5章 2節～5節） 

                --------------------------------------------------------------- 

強調月間 Kick-off  EMC-MC 

  
7月例会等ご案内 

◎７月第１例会（クラブ総会・裸の会） 

日時：7月 6日（土）17：00～ 

7月 7日（日）午前中 

会場：根の上高原「あかまんま」 

   TEL 0573-65-3534  

会費：１０，０００円 

 （夕食のみ宿泊なし：３，０００円） 

 （夕食なしで宿泊 ：８，０００円） 

【7月 6日（土）】１７時開会 

開会宣言・点鐘：池野輝昭現会長 

ワイズソング 

18-19活動報告・決算報告 

夕食・親睦会 

【7月 7日（日）】朝食後 

会長引継ぎ 

次期会長方針 

19-20活動計画・予算 

閉会宣言・点鐘：山村喜久新会長 

◎7月第２例会 

日程：7月 18日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎第 28回アジア太平洋地域大会  

日程：7月 19日(金)～21日(日) 

会場：仙台国際センター 

◎８月第１例会 

日程：8月 8日（木）18：45～20：30 

  会場：納涼例会の出来る所 
◎8月第２例会 

日程：8月 22日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎第２３回中部部会 

日程：9月 8日（木）12：30～17：00 

  会場：名鉄ニューグランドホテル 

  会費：10,000円 

 

東海ワイズ五つの信条 

一．自分を愛するように隣人を愛そう 

二．青少年のためにＹＭＣＡにつくそう   

三．世界的視野を持って国際親善を果たそう 

四．例会には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

五．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

報告  

6月末－在籍者 23名 

（内功労会員 1名・広義会員 1名） 

出席率算定会員 21名 

出席者 19名(内メイクアップ 2名) 

出席率 90.5％  

クラブ事務所 〒464-0848 名古屋市千種区春岡 1丁目 2-7 電話 052-757-3331 FAX 052-757-3332 
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「名古屋城のおもてなし」 

増田 馨氏（名古屋城ガイドボランテ

ィアの会代表） 

 

6月第１例会 6月 13日（木）ラ・スースANN 

 今月の講師

は名古屋城観

光ガイドボラ

ンティアの会

代表の増田馨

氏。現在登録さ

れているボラ

ンティアは主 

婦も含み 81名、毎年募集をし、選考のうえ約 3ケ 

月の養成研修を経て活動に入られる。 

 ガイドボランティア一回の案内時間は 60分～90 

分、定時ガイドは平日だと10時 00分、13時 30分、 

土曜・日曜・祝日は 9時 30分、11時 00分、13時 

30分で、正門、東門、ガイドの案内看板周辺に集合 

してもらい、出発する。そのほかにも、グループ対 

象に、事前予約によるガイドも行っている。専門的 

なガイドを希望するなら、事前にその旨を伝えても 

らうと良いとのことでした。 

 ガイドボランティアの基本姿勢は、知識の押し売 

りではなく、名古屋城に来てよかった、また来たい 

と思ってもらえることを一番に考えている。 

 今年7月からは新たに学生の観光ガイドボランテ 

ィアを募集するので、興味のありそうな方がおられ 

れば紹介願いたいとのことでした。 

 さて、名古屋城は熱田台地の北の隅に建てられ、 

北は湿地、その他の方向は深さも幅もある大きな堀 

に囲まれ堅牢なもので、城郭の配置は他の城に比較 

してもシンプルである。 

 石垣は 20の外様大名の普請によるもので、総延 

長 8.2㎞に及び、天守台は加藤清正によって、わず 

か 3ケ月で築かれた。 

 本丸御殿は上洛する将軍をもてなす御殿として 

建てられたので、絢爛豪華な造りになっているが、 

政務は二の丸を中心にて行われていた。本丸御殿の 

屋根は柿葺から桟瓦葺に代わっているが、復元では 

杮葺になっている。 

 家光の上洛は 30 万（調べたところ、ほぼ四日市

市の人口）の大軍勢であったとか。尾張徳川家と将

軍家の関係だとか、お話が佳境に入ったところで、 

講師には申し訳なかったが、タイムアップ、もっと 

聞きたいこと、質問したいことがあったと思われた 

が今回はここまでとした。 （松本勝・記） 

 

第 63回名古屋YMCA市内中学生バスケット

ボール大会迫る・・・ 

 63回を迎える名古屋YMCA主催の市内中学生バ

スケットボール大会、今年は 7月 30日（火）に東 

スポーツセンター（地下鉄ナゴヤドーム前矢田駅南）

で開会式を行い熱戦の火蓋が切られます。 

日程は女子の部（第 49 回ロータリー杯争奪）は 7

月 30 日（火）東、天白、名東、露橋の各スポーツ

センターで 1回戦、8月 1日（木）守山、北のスポ

ーツセンターで 2・3 回戦、8 月 4 日（日）北、千

種のスポーツセンターで 2・3回戦、8月 10日（土） 

守山スポーツセンターで4回戦と準々決勝が行われ

ます。男子の部は 8月 2日（金）東、緑、中村のス

ポーツセンターで 1回戦、8月 3日（土）東、千種、 

露橋のスポーツセンターで 2・3回戦、8月 5日（月） 

北スポーツセンターで 2・3回戦、8月 11日（日） 

守山スポーツセンターで4回戦と準々決勝が行われ

ます。そして 8 月 12 日（月・祝）守山スポーツセ

ンターで男子・女子の準決勝と決勝戦が行われ続け

て表彰・閉会式が行われます。 

 皆さんの母校はいつ？組み合わせは実行委員の 

長谷川和宏君か八木武志君に聞いてください。 

是非、最終日の表彰式のお手伝いと観戦を！！
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第 22回西日本区大会 

東海クラブは EMC最優秀クラブ賞！！ 

 第22回西日本区大会は6月22日（土）・23日（日） 

京都岡崎公園近くのロームシアター京都とウェス

ティン都ホテルで開催された。 

 チェロによる優しい音色の「ワイズソング」のメ

ロディーが流れ、落ち着いた雰囲気のなか、一転元

気溢れた遠藤通寛西日本区理事が理事旗とともに

登場した。 

  

開会の宣言、挨拶のあとバナーセレモニーに。いつ

も中部が最初であり、登場を待っていると柴田部長

がステージに現れ、各会長が続いて現れると思った

ら誰も続いてこない。あれっと思ったら金沢の幸正

会長がひとり、そして柴田部長は舞台の袖に消え、

幸正さんが遠藤理事と握手、そして名古屋の深谷会

長が、・・・演出でこういう登場になっているのだ

ろうがタイミングが難しくて写真をうまく撮れな

かった。 

  

奈良傳賞の表彰、名古屋クラブの西村清さんが晴れ

の受賞、メネットの牧子さんとともに表彰を受けら

れました。ワイズ

歴の紹介やコメ

ントがなく、ちょ

っと物足りない

思いでした。おめ

でとうございま

す。 

 柴田洋治郎中

部部長の活動報告も中部が一番先で見る、聞くの心

構えが十分出来ていないうちに始まった。鈴木一弘

君の協力で作成されたパワーポイントの画面はド

ラゴンズブルーを基調にすっきりとした画面で素 

 

晴らしい出来

栄えでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜の懇親会は会場を移つして都ホテルで、移動に時

間がかかるので開始前からサービスのワインなど

が提供されあちこちで早くも交流の輪ができ、盛り

上がりました。奈良クラブの皆さんと記念撮影。 

 

大会の様子はホームページを見ていただくとして、

2 日目の事業主任表彰で東海クラブは EMC 事業最

優秀クラブの表彰を受けました。 

池野会長の新会員

のスポンサーの働

きが大きく評価さ

れたものです。 

次期会長の山村君

が壇上に。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   7月 25日 八木武志ワイズ 

月間強調  Kick-off    EMC-MC   

 西日本区EMC事業主任 

牧野篤文ワイズ(京都トップス） 

中部EMC事業主査 

鷲尾文夫ワイズ(名古屋東海) 

6月第 2例会報告 20日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 11名  

① 7月第１例会・クラブ総会（裸で語り合う会）：

７月６日（土）・７日（日）根の上「あかまんま」、

7 日 17：00 開会、夕食後懇親会。翌 8 日 9 時

議事を再開、終了後解散。 

  総会資料の作成担当は昨年に続き八木ワイズ 

  会費：10,000円(夕食なしの人 8,000円) 

② 今後の予定 

・ 第 63回名古屋YMCA市内中学生バスケットボ

ール大会：７月 30日（木）～8月 12日（祝・

月） 

・ 8月第 1例会：8月 8日(木)  納涼例会 

  会場、時間未定につき追って連絡する 

③ 2018－19年度西日本区大会表彰 

EMC事業最優秀クラブの表彰を受けました。 

  Ｙサ・ユース献金：ＣＳ献金：ＴＯＦ献金：Ｆ

Ｆ献金：ＲＢＭ（ロールバックマラリア）献金：

ＢＦ献金：ノンドロップ：出席率 90％以上 

◎例会・行事の出席者 

・6月出席率 19／21 90.5％ 

・第 63 回名古屋 YMCA 市内中学生バスケットボ

ール大会：役員会・代表者会 ７日、12 日、

14日八木・長谷川 

・第 23回西日本区大会：6月・22日・23日 

 浅野猛・池野・太田・柴田・鈴木一・橋爪・山

村・八木・鷲尾 

・第 1例会・6月 13日 浅野猛・浅野麻・池野・遠

藤・大島・太田・木村・柴田・中江・長谷川・

服部・松本・真鍋・八木・山田・山村・鷲尾  

メークアップ：鈴木一・橋爪 

ゲスト： 増田肇 氏、松本コメット  

・第 2例会 6月 20日：浅野猛・浅野麻・池野・大島 

太田・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・山村・鷲尾 

 

◆2019～2020年度クラブ役員 

会 長： 山村喜久  副会長・書記：太田全哉  

会 計： 浅野猛雄  特別会計： 橋爪良和   

連絡主事：浅野麻琴 ブリテン編集： 松本 勝 

◆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ＥＭＣ事業主査：鷲尾文夫 

中部直前部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博 

西日本区大会での、中部部長の報告要旨 

今期概要、 

名古屋、三重、北陸にある八つの小規模なクラブ

で構成された中部。高齢化を吹き飛ばす活動と活

性化は可能と感じ取り組んできました。 

ＥＭＣ・新クラブ誕生、 

去る５月、とやまクラブの国際協会加盟で、中部

に新たな光が差し込みました。中部の大きな力に

なると期待しています。 

名古屋東海クラブに新入会員があったものの、現

状維持又は減少や解散予定のクラブもあり、この

一年大変苦戦を強いられました。 

Ｙサ・ユースと地域奉仕・環境事業 

ワイズメンズとＹＭＣＡとの連携は良く機能し

ており、ＹＭＣＡのプログラムにワイズが積極的

に参加しています。 

特に２５回目を迎えた名古屋でのチャリティー

ランの寄付金額は西日本区でトップで、地域奉仕

の一大イベントに成長してきました。 ６２回目

を迎えた市内中学生バスケットボール大会も、ボ

ランティアに支えられた青少年事業です。  

この他に、日和田キャンプ場整備・学童キャンプ

支援、ワイズ農場で収穫体験、クリスマスキャロ

ル合唱団に対する応援、クリスマスカードコンテ

ストなどが継続して開催されています。 

国際・交流事業、 

ＤＢＣは３つのクラブが開催し、ＩＢＣは２つの

クラブが韓国、台湾との交流を継続しています。 

又、名古屋ＹＭＣＡ日本語学院の留学生に対しワ

イズがチューターの役割をつとめています。 

終わりに、 

在任中には多くの方々から励ましや支援をいた

だき、感謝申し上げます。これからも引き続き中

部を見守っていただきたくお願い申し上げます。 

（直前中部部長：柴田洋治郎ワイズ） 

                                                  


