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名古屋東海ワイズメンズクラブ  
 

 

 

会長主題 「ワンチーム」     
国 際 会 長 主 題  「世界とともにワイズメン」    キム サンチェ (韓国) 

ア ジ ア 太 平 洋 地 域 会 長 主 題  「100年を超えて変革しよう」        大野 勉     （神戸ポート） 

西 日 本 区 理 事 主 題  「未来への挑戦」                 新山 兼司   （京都トップス) 

中 部 部 長 主 題  「楽しくやろう ワイズの活動 地域とＹＭＣＡと共に」 

渡辺 真悟  (名古屋) 

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

 何事にも時があり 天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時 

植える時、植えたものを抜く時 殺す時、癒す時 破壊する時、建てる時 泣く時、笑う時 

嘆く時、踊る時 石を放つ時、石を集める時 抱擁の時、抱擁を遠ざける時 求める時、失う

時 保つ時、放つ時 裂く時、縫う時 黙する時、語る時 愛する時、憎む時 戦いの時、平

和の時。                       (コヘレトの言葉 3章 1 節～8節) 
---------------------------------------------------------- 

                           
強調月間 LTOD IBC・DBC 
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８月例会等ご案内 

◎８月第１例会【納涼例会】 

日程：8月 5日（木）18：45～ 

会場：海女の酌（あまのじゃく）錦大津通店 

Tel:959-5800 

中区錦 3丁目 17-7カシマ錦ビル 2F 

地下鉄栄駅①出口直進最初の角を左折すぐ 

会費：メンバー無料、ゲスト 5,000円 

◎例会はマスク着用で!! 

◎出欠連絡を８月２日（月）迄に必ず担当主事 

谷口さんまでお願い致します。 

◎８月第２例会 

日程：8月 19日（木）19：00～ 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

 

◎２０２１－２０２２中部部会 

『楽しくやろう 大自然の中で 

         ＹＭＣＡと共に』 
日程：9月 11日（土） 

13：00～16：00 

会場：日和田高原キャンプ場 

 登録費：６，０００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図ろう 

四．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

五．会合には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

【出席率】 7 月末－在籍者 20 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 14 名（Make up 1 名） 

出席率 77.8％ 

      

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】  

7 月ファンド    0 円 

合計    1,452,634 円 



 

7月第 1例会報告 

『第 54回総会』                   

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

日時：2021年 7月 11日 14：00～16：45 

山村君の司会のもと、太田会長の開会宣言、鷲尾

君５つの信条、八木君の開会祈祷で総会が始まっ

た。太田会長による 2020-2021活動報告、浅野君

による一般会計報告、橋爪君による特別会計報告

がそれぞれ承認された。 

続いて、新旧会長による会長バッジの引継が行

われ、太田会長から山田新会長にバッジが引き継

がれた。コロナ禍の下、難しいクラブ運営を見事

にやり抜かれた太田会長には感謝である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山田新会長から 2021-2022会長主題「ワンチー

ム」に基づき活動方針と会長目標が示され、引き

続き年間活動予定と担当者について協議し決定し

た。それらを踏まえ、浅野君より一般会計予算案

が、特別会計予算案が中江君より提案され、それ

ぞれ承認された。最後に担当主事に関する会則の

一部改正案が提案され承認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会で承認された 

今期の担当者は以下の通りです。 

【例会担当】 

8月：浅野・山田     9月：大島 

10月：木村      11月：柴田 

12月（クリスマス例会）：山村・中江・神谷 

1月：鈴木孝     2月：鷲尾・谷口 

3月：長谷川     4月：橋爪 

5月：太田      6月：真鍋 

【ブリテン寄稿】 

8月号：鷲尾      9月号：池野 

10月号：大島      11月号：柴田 

12月号：木村       1月号：谷口 

2月号：中江      3月号：橋爪 

4月号：長谷川      5月号：真鍋 

6月号：山村 

 

4時頃には川本中部書記（名古屋ワイズ）と谷

川中部事務局長（名古屋ワイズ）が訪問され、中

部部会のアピールがあった。 

5時前には予定をすべて終え、山田新会長の閉

会宣言・点鐘で総会を終えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

【出席者】浅野、池野、大島、太田、 

谷口、中江、橋爪、長谷川、松本、 

八木、山田、山村、鷲尾 

                 （松本） 
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７月第２例会報告 
１．８月第１例会について 

浅野君より会場について説明があり、納涼例

会として行うことを決定。 

日時：８月５日（土）１８時４５分から 

会場：海女の酌錦大津通店 

会費：メンバー無料、ゲスト 5,000円 

２．中部部会登録費の件 

浅野会計に集約をお願いし、次月ブリテンに

て案内をする。 

３．名古屋ＹＭＣＡ市内中学生バスケットボール

大会支援について 

延べ１３会場に配置する消毒薬購入に必要な

資金 5万円をボランティアセンター坂本清則

スタッフに贈呈した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他 

 ・遠藤スタッフより、今夏実施する学童キャン

プ支援募金について協力のお願いがあった。 

・ラスースＡＮＮでの第１例会実施を見送っ

ているが、コロナ対策としての飲食規制要請

が解除されたら利用することを確認し、先方

にもその旨伝えることとした。 

 

【出席者】浅野、大島、太田、柴田、谷口、 

長谷川、松本、八木、山田、山村、鷲尾 

                 （松本） 
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『小学校同級生とのふれあい』                

                 鷲尾文夫 

コロナ禍で人と会うことが少なくなってきてい

ます。その中で最近思っていることを書いていき

ます。私は銀行員であったこともあり、本当に多

くの人と巡り合い、多くのことを学び、普通では

経験できないこともさせてもらいました。このこ

とは私の大きな財産であり喜びでした。退職して

からも、私のスケジュールは月の３分の２は埋ま

るほど忙しくしていましたが、多くの仲間は仕事

関係で知りあった人中心でありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが５年前に、小学校の同級生からの一本の

電話で６０年前に戻ることができたのです。私は

中学から私学に行ったことから、同級生とはほぼ

音信不通で、彼が新年会に誘ってくれたことは驚

きでもありうれしく思いました。私が卒業した東

白壁小学校は１学年３組１組５０名の小規模な学

校でした。５年前までは毎年１月に３名で行って

いた新年会に私が加わり、今はさらに２名増えて

男子２５名中６名がコロナ以前は２ヶ月に一度、

麻雀ゴルフ会食などで集まっていました。６名と

も現役は引退しフリーの身です。いつも話題には

事欠きません。会った日は楽しくていつも良い気

分になります。 

メンバーのなかの一人元歯科医夫婦は、なぜ

か私たち夫婦を３ヶ月に一度自宅に誘ってくれま

す。４時間程度滞在しおしゃべりしますが、あっ

と言う間に時間が経過します。ご夫婦との話はス

トレスもなくもっと話したいと思うのです。先日

も６ヶ月振りにお会いした時、ご夫婦から私にと

っては本当にうれしい一言が出ました。奥様から

は、鷲尾さんの話は話題が豊富で楽しい。ご主人

からは鷲尾と小学校の同級生で良かったという言

葉でした。そのときふと私の座右の銘の中の一言

「大人は袖触れ合った縁をも活かす」この言葉が

浮かびました。５年前の小学校の同級生の一本の

電話から広がった幸せな縁を感じました。 

ワイズメンズクラブに再入会して５年。ほぼ皆

勤賞で出席できるのは、素晴らしい仲間に出会え

る喜びがあるからだと思います。人生の時間は少

なくなってきていますが、同級生の会とワイズメ

ンズクラブが今の私の最高の出会いの場所です。 

 

 

 

 

 

中部部会参加の皆様へ 

会計 浅野猛雄 

9月 11日に日和田キャンプ場で開催される中部

部会へ参加を申込みされた方は登録費を 8月15日

までに振込をしなければならないので、8 月の納

涼例会に登録費 6,000 円を私までお支払い頂きま

す様お願い致します。納涼例会をご欠席の方は第

2例会にお支払い頂きます様お願い致します。 

 なお、まだ参加、不参加を山田会長に伝えて無

い方は松本書記より添付メールで送られた部会の

第 2報をご覧ください。 

簡単な日程は 9月 11日（土）、会場 YMCA日和田

キャンプ場、登録費 6,000 円、交通手段は車か、

JR の場合は名古屋 10 時発特急しなの 7 号で木曽

福島より送迎バス有り、宿泊の場合はキャンプ場

前の名鉄日和田ロッジが用意されています。 

 

現在の東白壁小学校 

◎２０２１－２０２２中部部会 

『楽しくやろう 大自然の中でＹＭＣＡと共に』          

日程：9月 11日（土）13：00～16：00 

会場：日和田高原キャンプ場 

  登録費：６，０００円 
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