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

「今日ダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた

がたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあなたがたへのしる

しである。」 すると、突然、この天使に天の大軍が加わり、神を賛美して言った。「いと高きところには栄

光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。」       （ルカによる福音書 2章 11節～14節）                                                         

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

強調月間 ＥＭＣ-Ｅ・ＹＥＳ 

１２月例会等ご案内 

◎１２月第１例会【クリスマス祝会】 

日程：12月 8日（日）17：30～20：00 

※受付開始は 17：15からです。 

会場：ラスースＡＮＮ ３Ｆ・４Ｆ 

担当： 山村喜久君・中江正典君 

会費：大人（中学生以上）8,000円 

   小学生      4,000円 

   幼児（3歳以上）  1,000円 

   乳幼児（3歳未満） 無料 

※一人一つ以上プレゼントをお持ち下さい。 

  

出欠連絡を 12月 3日（火）までに浅野 

麻琴連絡主事までお願いします。 

◎１２月第２例会 

日程：12月 19日（木）18：45～ 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎忘年会（１２月第２例会後） 

  日時：12月 19日 (木) 19:15～ 

  場所：くいもの屋 わん池下店 

会費：5,000円 

◎第 43回クリスマスカードコンテスト 

  展示会場：久屋通り市民ギャラリー 

  展示期間：12月 9日～12月 17日 

◎クリスマスキャロル 

  日時：12月 21日（土）17：00～ 

  場所：セントラルタワーズガーデン 

◎1月第１例会 

  日時：1月 9日（木）18：45～ 

場所：ラスースＡＮＮ 

 

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 

【出席率】 11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 20名(内メイクアップ 2名) 

出席率 100％         

 

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 

【特別ファンド】 

11月ファンド 13,059円  合計 1,022,336円 
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「遺言のすすめ」～転ばぬ先の杖～ 

那須國宏氏（那須・岩崎法律事務所代表） 

11月第１例会 11月 14日（木）ラ・スースANN 

 シニア世代

の多いワイズ

メンズクラブ

にとって、個々

人の置かれた

条件が違うと

はいえ、共通し

て縛られ、避け

ては通れない 

相続に関わる法律問題。全面的に解放されたという 

方は少なかろうとの思いから、今回は名古屋弁護士 

会の重鎮・那須國宏氏を迎え、「遺言のすすめ」と 

題して卓話をお願いした。 

 相続分から始まって遺言書の種類内容、遺言の作

成、公正証書、遺言の執行、遺留分とその侵害に至

るまでを資料レジメに沿ってお話いただいた。 

 結論的には、遺言書を作成することで、自分の意

志や思い通りの遺産分配ができるということ。この 

公正な遺産分配によって、親族、身内の間の争いを 

軽減でき、法定相続によるわだかまりも減らせると 

いうこと。わが国には、無事平穏な相続とするため 

の方策としての遺言の制度、法体系があること、遺 

言を自主的に書くことによって後世に禍根を残さ 

ずに済むこと。などを学ばせていただいた。 

 そんな良いことずくめの遺言のすすめであった 

が、相続人と相続分の項から始まって法律の用語、 

語義に疎い私の理解を超え、戸惑い、目と耳が止ま 

ってしまった。自宅に戻り、再び資料レジメを紐解 

くことになる。皆さんはいかがでしたか。相続を考 

える良いきっかけになりましたか。 

 疑問、相談のある方は一度那須事務所を訪ねては。 

 なお、今回講師の那須國宏氏は、私の高校時代の 

友人で野球部の仲間。前津中学時代にはYMCA少 

年部に在籍し、根の上キャンプにも参加し、楽しか 

ったとのこと。現在は名古屋ロータリークラブ中核 

メンバーとして、YMCAが主催する市内中学生バス 

ケットボール大会、チャリティーランに長年にわた 

って協力いただいている。一方で高校同期会を、一 

年に 4回、40年にわたって主宰する、美味しい酒 

と料理が好きで、スポーツ好きな稀有な幹事さんで 

もある。 

 そんな話もまた次回には期待したい卓話でした。 

             （長谷川和宏・記） 

 

 ゲストに元名古屋YMCA総主事・元南山幼稚園 

園長の加藤明宏さんと久しぶりの猿渡達也さんが 

出席されました。 

 

 

猿渡さんは何度もゲストとして出席していただい 

ている長谷川さんの同級生です。 

   ＊   ＊   ＊   ＊    ＊ 

名古屋YMCAバザー2019 10月 27日（日） 

 南山YMCAで開催された今年のバザー、例年ど 

おり「ヤキトリ」を

担当。600本を完

売、 

新戦力の木村さん

と中江さんが大

活躍でした。 

全国Yの台風被

災地 

支援への緊急募

金 

コーナーでは長谷川

さんが背中にポススターを貼り、子どもたちに説明

し保護者に募金を呼び掛けました。 

バザーの収益の一部は「障がい者施設愛実の会」「名

古屋いのちの電話」に贈られます。また、高根（日

和田キャンプ場）から松坂さんが「高根コーン」や

ホウレンソウ、赤カブを携えて駆けつけていただい

た。 

中部ホームページをご覧ください。
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第 26回名古屋 YMCAインターナショナル 

 チャリティーラン 2019 名城公園で開催 

 11月の第 1土曜日の 2日、26回を迎える名古屋

YMCA インターナショナルチャリティーランが開

催された。全国各地の YMCA でも開催されている

が名古屋 YMCA のチャリティーランは最初の頃か

ら開催している。日本 YMCA 国際賛助会に関係し

ていたチャック・ウィルソン氏の提唱したチャリテ

ィーランに吉田一誠さん（グランパスワイズメンズ

クラブ）などが賛同して名古屋でも開催しようと実

行委員会を立ち上げ、吉田さんが実行委員長に就い

て始められた。東海クラブの柴田洋治郎さんが実行

委員長の時に各企業・団体を精力的に訪問し、チー

ムとして参加を勧誘され参加チームが増加し、今年

は個人レースに幼児から大人まで 63 名の参加、チ

ーム数は 65 チームの参加でした。この企画に寄せ

られた寄付金や物品、参加費は全国の YMCA で企

画される心身に障がいのある子どもたちへのキャ

ンプなどのプログラムのために使われます。今年の

名古屋Yのチャリティーランでは 

4,401,486円の基金を作ることができました。 

 

昨年から委員長に復帰した吉田一誠さんから名

古屋YMCA中村隆総主事に贈られました。 

 
チームレースでは柴田さんがスポンサーの瑞陵

高校サッカー部が 7連覇を果たしました、 

 

東海クラブは 2 チーム、YMCA パレットキッズ

（空飛ぶはっぴー）と名古屋インターアクトのスポ 

ンサー、飲み物の提供をしました。 

 

中部ホームページもご覧下さい。 

   ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

DBCトライアングル交流会、奈良で開催 

 国内兄弟クラブ（DBC）の奈良クラブ、御殿場ク

ラブとの交流会は今年は奈良クラブの担当で奈良

市の新若草山ドライブウェーの途中にある「遊景の

宿・平城」で 11 月 9 日（土）・10 日（日）に開催

された。近鉄で大和八木経由で、新幹線で京都経由 

で、車で、東海のメンバーはそれぞれの方法で宿に 

集まった。奈良クラブの内田会長は病み上がりで大

変であったと思いましたが、中井さん、濱田さん、 

林さんなどが縁の下の力でサポート、心温まるおも

てなし、とても楽しい 2日間でした。 

 2日目の若草山からの眺望、平城宮跡公園の見学、 

目を開かれる学びの時でした。詳しくは別のレポー

トをご覧ください。来年は御殿場で会いましょう。 
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12月は EMC-E YES強調月間 

「Ｅを行うためには、メンバー増強とクラブ内での

中堅メンバー育成が重要。 YES献金は新規クラブ

設立資金です。（YES）」 

   西日本区EMC事業主任 

牧野篤文（京都トップス） 

11月第 2例会報告 ２１日（木）19：00～20：30   

池下YMCA 出席 12名 

今後の予定 

① 12月第１例会：12月 8日（日）17：15～受付 

  クリスマス礼拝と祝会 会場：ラ・スースANN  

担当：山村喜久・中江正典 

 第 1部：礼拝 17：30 司会浅野猛雄 

 第 2部：祝会 18：00 司会浅野麻琴 

  会費：大人中学生以上 8,000 円 小学生 4000

円 幼稚園児 1000円、乳幼児無料 リーダー4

～5名招待 交換プレゼント 1人 1品以上 

②  第 43回クリスマスカードコンテスト 

優秀作品展示・久屋大通駅市民ギャラリー 

10日～16日、展示作業 9日、17日 時間未定 

表彰式 12月 7日（土）14:00南山ＹＭＣＡにて 

③  第17回クリスマスキャロル：12月21日（土）

17：00～・ＪＲ名古屋駅前タワーズガーデン 

④ 12月第 2例会＆忘年会：12月 19日(木) 

第 2例会：18：45～ＹＭＣＡ  会費 5000円 

忘年会：19：15～くいもの屋わん池下店 

◆例会・行事へのクラブ出席者 

 ・11月出席率 20名／20名 100％ 

 ・10月 27日：南山バザー：9名 

 ・11月 2日：チャリティーラン：10名 

・11月 14日：第 1例会：18名  

・11月 21日：第 2例会：12名 

 ・11月 9～10日：ＤＢＣ交流会：10名 

・11月 23日：クリスマスカード審査会：2名 

・11月 28日：チャリティーゴルフ：2名  

◆2018～2019年度クラブ役員 

・会 長：山村喜久  ・書記：太田全哉  

・一般会計：浅野猛雄 ・特別会計：橋爪良和 

・直前会長：:池野輝昭 ・直前部長：柴田洋治郎 

◆西日本区 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・鈴木一弘 

功労会員：・野村秋博 

名古屋東海リレー投稿 ―５― 

「劣化する日本人、劣化させられるユース達」 

鈴木一弘 

表題は、言うまでもなく精神科医の香山リカさん

の著作「劣化する日本人 －自分のことしか考えら

れない人たち -」から拝借しました。 

私は、学校法人大阪ＹＭＣＡの高校生部門で、教

科指導（英語、平和教育）、課外活動（ボランティ

アクラブ）指導をしています。 

 
写真は、「大阪城戦争の痕跡ツアー」と題した授

業で、米軍の低空飛行による機銃掃射の跡を城壁か

ら探し出す授業の一コマです。 

学生ＹＭＣＡの仕事で、旧帝国大学の学生と、名

城大学で中堅大学の学生を、そして通信制高校で早

くは小学校から、あるいは中学、高校で学校教育に 

「生き辛さ」を感じたユース達と、日々接してき

ました。そして、ここ数年来考えていることがあり

ます。それは彼ら・彼女たちに、「差」は何か？ 

良くない言葉ですが、所謂エリートと落ちこぼれ

の「差」は何か？とのことです。 

なかなか参加できない我が名古屋東海クラブの

例会ですが、１月例会にて「卓話講師」として呼ん

でいただく機会を得ました。 

その際には、私の中で「若者を通して見えてきた

もの」について、話題を提供し、そしてワイズメン

ズクラブが、ＹＭＣＡと共にある意味について、考

える機会になれば、と思っています。 

先に示唆だけしておくと、「幼少の頃の読書習慣」

そして「文章表現の力」、これが「差」を生む原因

の一つ、もしくは現象の一つかな、との気がしてい

ます。続きは１月例会でお話したいと思います。

                                                 



名古屋東海クラブ 11月第２例会<記録> 

2019年 11月 21日（木）1９:００～２０：００  名古屋ＹＭＣＡ（池下） 

※出席者浅野猛、浅野麻、池野、大島、太田、柴田、長谷川、松本、真鍋、八木、山村、鷲尾、 

※当月出席率：  100％、（10月に引き続き 100％達成） 

※期間（10～11月）の諸活動報告・評価・反省 （参加者から） 

①10/27 名古屋ＹＭＣＡバザー： やきとり奉仕売り上げ 46000円、収益 16400円(全

体で 49万円、昨年比 30％ダウン) 

②11/2 第 26回チャリティ―ラン 2チームスポンサー、飲料提供チーム、：参加 65チ

ームへ 7チーム減。収益が大幅減。大会の収支会計の明確化が課題。 

③11/9-10 ＤＢＣ交流会 奈良クラブ主管、：交流会開催の頻度間隔を忘年会で検討する 

④11/14 11月第 1例会 ゲスト 2名 メンバー18名 卓話者：那須國宏氏 

⑤11/21 11月第 2例会 12名参加 

⑥11/20 名古屋地区ワイズ連絡会 ４名山村、橋爪、柴田、浅野麻出席、別紙記録有 

⑦11/23 クリスマスカード審査会協力 八木 

⑧11/28 チヤリティーゴルフ参加協力 山村、太田 

※今後の予定 

 ①12/1 根の上キャンプ場撤収作業：山村 11/24にも実施予定 

②12/8 12月第 1例会（クリスマス例会） ラ・スースＡＮＮ  担当：山村・中江 

受付 17:15～、プログラムに工夫。食事内容に改善を要求。一人 1品以上のプレゼント

持参、リーダースタッフの招待 4～5名―浅野主事に一任、参加者各層の参加費を確認 

③12/7 クリスマスカードコンテスト表彰式（南山ＹＭＣＡ）：14:00～ 会長出席予定 

④12/10－12/16クリスマスカードコンテスト優秀作品展示期間、12/9,12/17：展示作業 

⑤12/21 クリスマスキャロル 夕刻（ＪＲ名古屋駅前タワーズガーデンテラス） 

17:00～少雨決行(楽器に支障が出ない限り)  

⑥12/19 第 2例会＆忘年会 18:45～ＹＭＣＡ～ 19:15～くいもの屋わん池下店へ移動 

参加費 5000円、飲み物フリーを再考したらの声あったが承認。 

⑦1月第 1例会は 1月 9日(木)木村ワイズ担当・:卓話者：鈴木一弘ワイズ 

※2020－21年度役員について 

 クラブ会長：太田ワイズ、地域奉仕主査：山村ワイズ・・・を内定・・次期部長へ連絡 

 クラブ 3役、各事業担当、ブリテン委員、メール委員、中部役員等は次回以降検討 

※今後の第 1例会担当及び（ブリテン寄稿担当）早めの準備をお願いします。 

 1月：木村（鈴木孝）   2月： 遠藤（橋爪）    3月：山田（松本） 

4月：神谷 (八木)    5月： 真鍋 (山村)     6月：中江 (鷲尾) 

※その他の報告事項・・・・・・街頭募金報告、名古屋ＹＭＣＡ大会報告 

以上 



連絡主事  浅野麻琴 様       氏名          

名古屋東海クラブ１２月度出欠連絡票 
  

ワイズメン

出欠席 
 

 

出席者数 

（ワイズメン・

ゲスト含む） 

１．12 月月第１例会 

＜クリスマス祝会＞ 

12月 8日（日）受付 17:15～ 

17:30～20:00 

ラ・スース・ＡＮＮ 3Ｆ・4Ｆ 

礼拝と祝会 
担当：山村ワイズ・中江ワイズ 

会費：大人(中学生以上) 8000 円 

小学生 4000 円、 

幼児 3 歳以上 1000 円 

乳幼児 3 歳未満無料 

※一人 1点以上のプレゼントをご

持参ください。 

 

出席 

 

 

 

 

 

欠席 

 

大人 (中学生

以上) 

     名 

小学生 

     名 

幼児 3 歳以上 

     名 
乳幼児 3 歳未満 

名 

２．12 月第 2 例会 

＜打合せ会＞ 

＆ 12 月第 3 例会 

＜忘年会＞ 

12月 19 日（木）   
第 2 例会：名古屋ＹＭＣＡ18:45 

忘年会：くいもの屋わん 19:15  

 池下店 Tel  052-231-1878 

会費 5000円  

  

 

出席 

 

欠席 

 

 

 

 

 

3．第 43 回クリスマス 

カードコンテスト 

表彰式・ 

作品展示 

12月 7日(土)14:00～表彰式 
南山ＹＭＣＡ 

12月 10 日(火)～16 日(月） 
優秀作品展示期間 

久屋大通駅・市民ギャラリー 

12月 9日(月)17 日(火） 
展示及び撤収作業手伝い 

 

出席 

 

欠席 

 

 

 
 

4．第 17 回 

クリスマスキャロル 

12月 21日(土)17:00～ 
名古屋駅前 

セントラルタワーズガーデン 

出席 

 

欠席 

 

5．１月第１例会 

1月９日(木)18:45～ 

ラ・スース・ＡＮＮ 

18:45～ 

出席 

 

欠席 

 

第１例会（クリスマス祝会）の準備の都合がありますので、返信はこの用紙で 

１２月３日（火）までに 

 メールアドレス: m-asano@nagoyaymca.org 又は 

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

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

