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

   「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられ

よう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。 あなたが

たは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。 

                           （マタイによる福音書５章 13節～14節） 

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

強調月間 Youth Activities 

  
８月例会等ご案内 

◎８月第１例会（納涼例会） 

日時：8月 8日（木）18：45～ 

会場：マイアミ（栄三越屋上） 

   TEL  052-238-0051 

集合：１８時３０分に栄地下街 

「クリスタル広場ドコモショップ」

前に集合のこと 

会費：メンバー ２，０００円 

   ゲスト  ５，０００円 

開会宣言：山村喜久会長 

 
◎８月第２例会 

日程：8月 22日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

※８月の第２例会は第４木曜日変更です。 

ご注意ください。 

 

◎第６３回名古屋ＹＭＣＡ 

市内中学生バスケットボール大会 

     日程：7月 30日 8月 1日～5日 

10日～12日 

 

◎中部部会 

  日時：9月 8日 (日) 12:30～17:00 

  場所：名鉄ニューグランホテル 

  会費：１０，０００円 

 

◎９月第１例会 

日程：9月 12日（木）18：45～20：30 

  会場：ラ・スースＡＮＮ 

  担当：山村喜久君 
 

 

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  

7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 17名(内メイクアップ 4名) 

出席率 80.95％  

 

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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「第 52回クラブ総会」 

～裸で語り合う会～「あかまんま」で 

7月第１例会 7月 6日（土）・7日（日） 

  

 昨年のクラブ総会を開催する予定であったが台 

風の接近により会場を変更した根の上高原の「あ 

まんま」で今年は曇り空のなかではあるが無事開催 

することができた。 

 4時半の集合でほぼ全員が揃ったので 5時より少 

し前に開会した。民宿で会議室はないので 2階の 

リビングで思い思いに座って長谷川書記の司会で 

ワイズソングを歌い、「東海クラブ五つの信条」を 

唱和し、池野会長の「前回のクラブ総会では分不相 

応なアドバルーンを掲げたが後半は体調不良でや 

や息切れ、皆さんにはご迷惑を掛けましたが、各月 

の担当をしていただいた方のご努力で別紙年間活 

動報告のように実りある一年間であった。心より感 

謝しています。」と開会の挨拶があり議事に入った。 

 第 1号議案：2018－2019年度活動報告 

 第 2号議案：2018－2019年度一般会計報告 

 第 3号議案：2018－2019年度特別会計報告 

 一般会計の報告は太田会計が急用で欠席となり、 

前年度会計の浅野猛雄君が太田君の資料を基に報 

告、5名の新入会員を迎え収支は非常に順調とな 

り、次年度繰越金は大幅に増加した。特別会計は 

橋爪会計より、皆さんのご協力によりファンドも 

ニコボックス以外の特別ファンドもあって次期繰 

越金は 100万円に手が届くところにきた。 

 議事が終わり、山田君から東海クラブも高齢化が 

進んでいるので「連絡網」だけではなく緊急の事態

を想定しての対策を考えなくてはと提案があった。 

 １階の食堂に移り、夕食、「あかまんま」の心の

籠った山菜などの料理に体調不良のはずの池野会

長をはじめ日本酒、焼酎、ワインとすすむすすむ。 

  

 

 再び２階に戻り懇談の時は続き、池野会長から山

村新会長への引き継ぎの握手、これで池野君は会長

の任務から解放され、あとはさあ思い切り飲むぞ！ 

  

     

と、懇談の夜は続いたのでした。 
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 ２日目の朝、夜中に降った雨もすっかりあがって

爽やかな朝、朝食ももりもり食べて今日も元気。 

 松本君の司会で 2019－2020年度の総会を再開、 

讃美歌２３４番Aを歌い、山村喜久会長の感話、新

年度のスタートです。 

 続けて議事にはいり、 

第１号議案：2019－2020年度活動方針・事業計画 

山村会長は会長主題を「例会は出席第一」としま

した。池野直前会長の方針を継承して例会の充実と

メンバー同士の親しい交わりを深めたいとの意味。 

また、例会だけではなく部会、区大会、国際大会な

どワイズの行事への参加によって他クラブのワイ

ズメンとの交わり、そして YMCA の行事にも積極

的に参加、協力したい。「ハチドリのひとしずく」

のたとえ話、ひとりひとり小さな力をワイズの活動

に注いでいこう。 

 年間の事業計画を別紙により検討し、各プログラ

ムの担当を決定。（欠席の人もいるので暫定） 

第２号議案：2019－2020年度予算案 

 浅野猛雄一般会計、橋爪良和特別会計から予算案 

の提案があり、これを了承した。 

以上で議事を終わったが予算に関連し、鈴木一弘君

は大学での担当授業日および大阪 YMCA での授業

日により木曜日の出席が不可能となったので大阪

のクラブへ転会することも考えられるが東海クラ

ブに所属したい希望が強く、広義会員の申請をする

こととした。 

  

  
 総会終了後、名古屋YMCA根の上キャンプ場へ 

行き、キャンプ場の状況を見学した。 

 根の上キャンプ場には東海クラブ 20 周年の時に

寄贈した厨房棟、40周年記念のトイレ棟、タカラキ

ャビンがあるが YMCA では現在少年キャンプは行

われていない。「根の上を愛する会」が年２回根の

上まつりを開催し、キャンパーOBや会員の集まる 

機会となっている。厨房棟の屋根など塗装が必要な 

ところも多々あるので作業をする機会を作りたい。 

 

  

 

[第１例会担当者] 

総会で暫定で決定しましたが総会欠席者もいます 

該当月に都合が悪い場合山村会長と調整してくだ 

さい。＜敬称略＞ 

  ８月 ８日（納涼例会）：山村・服部 

  ９月 12日（卓 話）：山村 

 10月 10日（卓 話）：長谷川 

 11月 14日（卓 話）：大島 

 12月 8日？（クリスマス祝会）：山村・中江 

  1月 9日（卓 話）：木村＜暫定＞ 

  2月 13日（オークション）：遠藤 

  3月 12日（卓  話）：山田 

  4月 9日（卓  話）：神谷＜暫定＞ 

  5月 14日（卓  話）：真鍋＜暫定＞ 

  6月 11日（卓  話）：中江 

卓話の講師が見つからない場合にはなるべく早く 

第 2例会で相談してください。 

その他YMCA行事の担当は別紙年間計画案をご 

覧ください。 

市内中学生バスケットボール大会：長谷川・八木 

クリスマスカードコンテスト：八木・山村・浅野麻 

チャリティーラン：柴田・大島 

チャリティーウォーク：長谷川・大島 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   太田全哉ワイズ 8月 7日 

         野村秋博ワイズ 8月 10日 

    

今月の西日本区強調月間 

 Ｋick―Оff (キック オフ) 

先ずＭＣ！新規会員増強と意識高揚を図ること。 

「メンバー満足度」向上により、メンバーにとって

魅力あるクラブ造りを目指しましょう！ 

 西日本区ＥＭＣ事業主任 

牧野篤文ワイズ（京都トップス・クラブ） 

 

7月第 2例会報告 7月 18日（木）19：00～   

① 第１例会１３名出席根の上 あかまんま 

② 8月第１例会・納涼例会：8月 8日（木） 

時間：18;45～ 会場：三越の屋上マイアミ 

 会費：2,000円   

集合：18：30 栄・地下街広場ドコモ前集合 

③ 今後の予定 

  第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボ

ール大会：７月 30日（火）～1２日（月・祝） 

  市内スポーツセンター各所にて 

最終日 8 月 12 日（月・祝）午後、守山ＳＣで

の、決勝戦観戦及び表彰式（男子・女子共）の

運営にぜひご協力をお願いしたい。 

④ 8月第 2例会の開催日を 8月 22日（木）に変更

する。15日がYMCA休館日のため。 

⑤ 2019－20年度例会の担当の確認（別紙） 

 

 

名古屋ＹＭＣＡ日本語学院からワイズの皆さんへ 

＜日本語ボランティアチューター募集中＞  

名古屋 YMCA 日本語学院で、日本語習得に励む留

学生と 1週間に 1回、1時間程度、日本語での会話パ

ートナーとなっていただけるボランティアチューター

を募集しています。「留学生と交流してみたい」「 異文

化交流をしたい」「 もっと日本を知りたい、伝えた

い」そんな思いをお持ちのワイズメンの皆さん、ぜ

ひ一度 YMCA 日本語学院をお訪ねください！ 

 

名古屋東海リレー投稿         ―1-－ 

「ワイズバッヂの思い出」 

浅野 猛雄 

福岡で開催された第 41回の日本区大会終了後、女

房と柳川の船下りを楽しもうと天神から柳川に向

かった所、生憎雨が降り出し舟の運行は中止となり

ました、その時貸切で乗った舟の人がワイズのバッ

ヂを付けていたので、お願いし同乗させて頂きまし

た、札幌クラブの中田さん以下 5名のメンバーでし

た、札幌は名古屋YMCAの駒木根、吉村両主事の

赴任先でも有り、話が弾みました、その後、私が中

部部長になった時中田さんも部長になり熊本で再

会を致しました。  

 

 

◎例会・行事の出席者 

 7月出席率 17／21  81.0％ 

 7月 7日：第 1例会（クラブ総会）浅野・池野・

遠藤・大島・柴田・中江・橋爪・長谷川・松本・

八木・山村・鷲尾・山田  

 7 月 18 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・大島・

太田・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・山

村・鷲尾・八木 

メークアップ：浅野麻・太田・鈴木孝・鈴木一 

◆2019～2020年度クラブ役員 

会 長：山村喜久 書記：太田全哉 直前会長：池

野輝昭 一般会計：浅野猛雄 特別会計：橋爪良和   

◆西日本区委員・中部役員 

中部直前部長：柴田洋治郎  

日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部ＥＭＣ主査：鷲尾文夫 

◆広義会員：浅井秀明  功労会員：野村秋博

                                                 


