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

   また、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のもの

すべてを照らすのである。そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたが

たの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。 

                           （マタイによる福音書５章 15節～16節） 

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

強調月間 Menettes 
  

９月例会等ご案内 

◎９月第１例会 

日程：9月 12日（木）18：45～ 

会場：ラスースＡＮＮ ２Ｆ 

担当：山村喜久君 

開会宣言・点鐘：山村喜久会長 

ワイズソング   

５つの信条：神谷正博君 

食前感謝：浅野猛雄君 

－会   食－ 

卓話：『コバタクの世界』 

講師：小林拓一郎氏 

   ZIP-FM ミュージックナビゲーター 

諸連絡 

  閉会宣言・点鐘：山村喜久会長 

◎８月第２例会 

日程：9月 19日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎名古屋地区クラブ連絡会 
日程：9月 11日（水）18：30～20：30 

  会場：南山ＹＭＣＡ 

◎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 

◎１０月第１例会 

日程：10月 10日（木）18：45～20：30 

  会場：ラ・スースＡＮＮ 

  担当：長谷川和宏君 

 

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  

8 月末－在籍者 23名 

（内、功労会員 1 名・広義会員 2 名） 

出席率算定会員 20 名 

出席者１８名(内メイクアップ２名) 

出席率９０％  
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「納 涼 例 会」 

～ビアガーデンマイアミ～三越屋上 

8 月第１例会 8 月 8 日（木） 

 

 8 月は恒例の納涼例会、昨年と同じ三越の屋上の 

ビアガーデン「マイアミ」で開催した。 

 揃って入場するため栄地下街のクリスタル広場 

に 18 時 30 分に集合、久しぶりの地下街、景色が 

変わっていてクリスタル広場ではなくなっていて 

ドコモショップも改装中で座る場所がなかった。 

少し遅れる真鍋さんを除いて打ち揃って屋上へ。 

 

 今年の夏は猛暑続きで屋上のビアガーデンもあ 

まり風がなく、遠藤さん曰く、「こりゃ納涼例会に 

ならんぞ」といいながらそれぞれ飲み物をとり、 

好みの食べ物をとり、わいわいと盛り上がった。 

間もなく真鍋さんも到着し、席を移しながら話が 

はずみ久しぶりの語り合う例会でした。 

ただ、屋上のビアガーデンで他のお客も多い場所で 

騒がしいこともあり、落ち着かないこともあった。 

紛失した会長バッジを区事務所から入手し、改めて 

池野前会長から山村会長に手渡された。 

           （八木武志・記） 

 

  

 

第 63回名古屋 YMCA市内中学生バスケット 

ボール大会、今年も男子 94 校、女子 102 校 

 YMCA で生まれ、世界で一番競技人口の多いと言

われているバスケットボールを、名古屋の地で中学

生に室内での大会をと始められて 63 回を迎えたこ

の大会、名古屋市教員バスケットボール指導者協会 

の先生方の絶大なご協力のもとワイズメンや Y の

会員ボランティアに支えられて男女 196 校の中学

生が熱戦を繰り広げました。 

 中学生の部活動を取り巻く環境は年々厳しさを

増し、都心部の学校では生徒数の減少もあってチー

ムを編成出来ずエントリー出来ない学校が増えて

きています。また教員の勤務時間の多さに対する批

判も今後ますます指摘されるようになると部活動

の指導時間の確保が難しくなると予想されます。 

今後の学校での部活動が衰退するとスポーツ人口

は地域の民間のスポーツクラブが頼りになります

が費用負担の問題があり、減少する恐れがあります。 
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 今年の大会は 7 月 30 日（火）東スポーツセンタ

ー（名古屋ドーム北側）で開会式と女子の部 1 回戦

で始まりました。他に天白 SC、名東 SC 露橋 SC で

も 1 回戦が始まりました。8 月 12 日（月・振休）

までの9日間いろんなスポーツセンターで行われま

した。 

 

  

 

私、八木武志は実行委員の一人でありながら今年の 

猛暑に負けて、9 日間の大会のうち 5 日しか会場に 

行けませんでした。委員長の長谷川和宏君はずっと 

各会場を分担して会場の運営に携わりました。 

 中部のホームページに大会のレポートを掲載し

てあり、名古屋 YMCA のホームページには成績が 

掲載されていますのでご覧下さい。 

 名古屋地区のワイズメンも仕事の合間に観戦に 

駆け付けていただき感謝しています。 

 8 月 12 日の決勝戦と表彰式は守山スポーツセン

ター（守山区小幡緑地前）で行われました。 

 男子の部は「滝ノ水中学」と「昭和橋中学」が決

勝に進み、1 点を争う好ゲームとなり、終了数秒前 

のシュートが決まり、滝ノ水中学が 4 回目の優勝と 

なりました。 

 女子の部は常勝「長良中学」と「明豊中学」が勝

ち残りましたが明豊中学の選手は7名のみで準決勝 

で2名が負傷し決勝戦を棄権し長良中学の7回目の

優勝が決まりました。前に書いたように明豊のよう

な強豪校でも部活動の人数の確保が難しくなって

いるようです。 

 表彰式で川本龍資名古屋 YMCA 理事長（名古屋 

クラブ）から賞状、中村隆名古屋 YMCA 総主事か 

ら優勝旗が滝ノ水中学に授与され、名古屋ロータリ

ークラブ会長から長良中学にロータリー杯が授与

された。 

 

  

 この大会を企画し始められた木本精之助元名古

屋 YMCA 総主事（名古屋クラブ）は毎回表彰式に 

は来られていたが、ご高齢のため今年はお出でにな 

れませんでした。木本さんが始められたこの大会の 

これまでの歩みをこれからも私たちは引き継いで 

いかなければとの思いを強く感じました。大会プロ

グラムへの協賛広告にご協力をいただいた「広企プ

ロモーション｣(服部敏久君)、「ヤマセイ」(山田英次

君)、「矢場とん」(鈴木孝幸君)、に感謝です。
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お誕生日おめでとうございます 

  鷲男 文夫 ワイズ 9 月 6 日 

浅野 麻琴 ワイズ 9 月 12 日 

長谷川和宏 ワイズ ９月２７日 

橋爪 良和 ワイズ ９月２８日 

今月の西日本区強調月間 

 Ｍenettes (メネット事業) 

愛(他者への思いやり)を行動へ！そしてワイズダム

へ心地よい風を送りましょう！ 

 西日本区メネット事業主任 

大野 勉 ワイズ（神戸ポート） 

8 月第 2 例会報告 7 月 18 日（木）19：00～   

① 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 

わいわいと話が弾み、久しぶりの語り合う 

例会でした 

② 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（火）～1２日（月・祝） 

  市内スポーツセンター各所にて開催、無事終了 

連日、多くのワイズメンには観戦及び表彰式及

び男子・女子の大会運営にご協力をいただいた。 

③ 2019－20 年度例会の担当の確認（別紙） 

④ 中部部会９月８日への出席の誘い。中部評議会

が同日の午前中に開催されます。 

⑤ 名古屋ＹＭＣＡ大会９月２８日への出席の誘い 

ＹＹＹフォーラムも同日開催予定です 

⑥ ロースター配布＆ジャガイモ販売予告があった 

 

名古屋ＹＭＣＡから名古屋東海ワイズの皆さんへ 

＜秋のＹＭＣ-Ａを一緒に楽しみませんか！＞  

名古屋 YMCA では、様々な秋の行事が計画され準

備中です。9 月 8 日(日)にはワイズメンズクラブ中

部部会が、9 月 28 日(土)には名古屋ＹＭＣＡ大会と

Ｙ・Ｙ・Ｙフォーラムが。10 月 27 日（日）には秋

のＹＭＣＡバザーを開催します。次いで 11 月２日

(土)にチャリティーラン、9 日(土)10 日(日)にＤＢＣ

交流会が。ＹＭＣＡサポーターとして、ＹＭＣＡによ

る地域奉仕活動への協力とＹＭＣＡワイズメン親睦交

流の場として、ＹＭＣＡを一緒に楽しみませんか。 

名古屋東海リレー投稿         ―２-－ 

「夏のご褒美」 

浅野 麻琴 

今年の夏、私が担当したキャンプは 7 月末の「父と

子キャンプ」でしたが、台風 9 号の影響で、前日や

むを得ず中止となりました。リーダーと準備を進め

ていましたが、山の中での天災は避けたいものです。 

ですが、天気のいい日、それはそれは素晴らしい物

を見せてくれます。御岳山、乗鞍、花や鳥、水の流

れる音、時には動物の姿、五感全てがフル活動して

とても気持ちがいいです。 

そして、なんといっても「星空」の素晴らしさはど

んな疲れも吹っ飛ぶほどです。この全てが私の「ご

褒美」となっています。<日和田・御岳山麓> 

 

８月８日：第 1 例会

（納涼例会）浅野・池野・遠藤・大島・太田・ 

神谷・木村・柴田・橋爪・長谷川・服部・松本・

真鍋・八木・山村・鷲尾・ (鈴木一) 

８月２２日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・池野・ 

大島・太田・木村・橋爪・長谷川・松本・八木 

山田・山村・鷲尾・（鈴木一）  

メークアップ：浅野麻・山田 

◆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   

◆2019～2020 年度 西日本区・中部 役員 

西日本区 JWF 管理委員：橋爪 良和  

直前中部部長：柴田 洋治郎 

中部ＥＭＣ主査：鷲尾 文夫 

◆2019～2020 年度 広義会員・功労会員 

淺井 秀明・鈴木 一弘・/野村 秋博 

                                                 


