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名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン

会長メッセージ Ⅶ
会長 八木 武志

新しい年を迎え、会長の任

期も半ばを過ぎました。前半

に大きな行事が済み、もう終

わったような気分ですが、毎

月の例会がさらに大切であると気持ちを引き締め

ています。

前半を振り返ると、一番大きな出来事は奈良ク

ラブ、御殿場クラブとのトライアングルＤＢＣの

締結。奈良クラブ６０周年記念例会の場を借りて

の締結でしたが、奈良クラブの６０年を超えてな

お若々しい活動ぶりに大いに刺激を受けました。

若手メンバーの活躍もさることながら、経験豊

かなメン・メネットの支えがこの若々しいクラブ

を作っているのだなあと思いました。

根の上ワークは予定通り３回実施しましたが、

山村君の奮闘、杉山君の献身、浅野君の努力、あ

ともう少し皆さんのサポートが欲しいところで

す。キャンプ場に多くの人たちの集う日を願って

一層整備に力を入れたい。

ＥＭＣシンポジウム、ＹＹフェスタも中身が充

実したプログラムでしたが、欲を言えばもっと多

くの人に参加してほしかった。

「ワイズはフェイス ＴＯ フェイス」

１２月第 例会報告1
●ファミリークリスマス祝会

１２月１２日 日）(
カコ・バサーノ

今年も１２月第一例会として恒例の東海クラブフ

ァミリークリスマス祝会が水主町のカコバサーノで

開かれました。

今年の参加者は東海クラブのメン、メネット、コ

メットをはじめとして卓話講師、チャリティーラン

で代走していただいた桜花学園高校生徒の皆さん、

インターアクトのメンバーなど、総勢４７人もの方

に参加を頂きました。

一部の礼拝では深川メンの司会のもと、教会のパ

イブオルガンによる伴奏で讃美歌を歌い、八木会長

のクリスマスメッセージを聞きました。

蝋燭を灯しながら、あの美しい教会と荘厳なパイ

ブオルガンの音色を聞けば、もうそれだけで気分は

「メリークリスマス」と、ムードを一気に高めてく

れます。

パーティー会場での祝会は一昨年に出演していた

だいたトッコさんのサックス演奏でクリスマスメロ

ディーを聞き、これも恒例となった遠藤メンによる

乾杯の音頭で賑やかなパーティーが始まり、それぞ

れ、お待ちかねの食事をいただきました。

インターアクトのサンタさんからコメットにお菓

子のプレゼントでメネットたちの笑顔の後は、お楽

しみのビンゴゲーム。山村メンとインターアクトの

お手伝いでゲームは進行され、たくさんのプレゼン

トが「ビンゴ！」のかけ声とともに、次々となくな

っていきました。

いっぱいビンゴシートをお買い上げ頂いた方はた

くさんプレゼントを頂き、そうでない人もそれなり

にプレゼントが当たって、皆さん満足。２時間半余

りの楽しい時間が過ぎていきました。

今年もいろいろな事がありましたが、東海クラブ

の皆さんと、ハッピーなクリスマス祝会に参加でき

たことを大変感謝しています。

また会場のお世話を頂いた伊藤メンや担当の遠藤

メン、鈴木浩メン、山村メンに感謝申し上げます。

皆さん、良いお年をお迎えください。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

第８回クリスマスキャロル

ｉｎライツプロムナード
月２３日（木）12

ＪＲ名古屋駅タワーズガーデン

今年で８年目となる駅前のクリスマスキャロルが

イブイブの祝日２３日にタワーズガーデンで行われ

ました。

今回はバスターミナルがあったビルの解体工事を

考慮して、タワーズのイルミネーションが省略され

たことから名称が少し変わりましたが、たくさんの

買い物客やクリスマスを楽しむカップルなどが立ち

止まり、美しいコーラスを聞く姿が見られました。

今年参加者は１２０名余り。東海クラブ橋爪メネ

、 、ットの指導の下 中央教会での４回の練習会を経て

美しいコーラスを披露することができました。

大変冷たい風が吹く中、吹き飛ばされそうなＹＭ

ＣＡの垂れ幕を必死に押さえながらも無事、２回の

公演が終了。この模様はＣＢＣテレビのニュースや

新聞でも報道されました。駅前の年末風物詩となっ

たこの行事ですが、名古屋ＹＭＣＡの年間行事の中

Æでも大きな存在に育ってきています。
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東海クラブからは八木会長と長谷川メンが、参

加者の着替え所として提供して頂いた名鉄ニューグ

ランドホテルで留守役として、また現場での整理役

として浅野メン、橋爪メン、写真担当として松本メ

ンが参加しました。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

第３４回「平和の使者」

クリスマスカードコンテスト

名古屋ＹＭＣＡが主催し、東海クラブが後援する

第３４回「平和の使者」クリスマスカードコンテス

トは今年、外国を含めた応募総数１８２１点を数え

ました。開始以来、一環して東海クラブが後援を続

ける歴史あるイベントです。

たくさんの応募作品があって審査も大変でした

が、東海クラブはこれにもお手伝い。２５日の表彰

式には八木会長はじめ野村、長谷川、松本の各メン

が参加。八木会長は久屋大通地下市民ギャラリーの

展示のお手伝いにも参加しました。

１２月第 例会報告2
１２月１６日（木）

名古屋ＹＭＣＡ

２月第２例会での報告、決定事項は次の通りで1
す。

①１１月出席率の訂正、１２月のブリテンで１１月

の出席率が８１．８％となっていたが、８６．８％

に訂正をする。

それに関連しクリスマス祝会は６名の欠席者があ

ったのでそれらの人に会長が出席を呼び掛けること

とした。

②柴田洋治郎君が次期会長を引き受けてくれる事を

了解して頂いた。ただしこの厳しい経済状況のなか

で、クラブより会社の仕事を優先せざるを得ない状

況が有る場合はメンバーの皆様のご協力を是非お願

いしたい旨アピールされた。

③１月例会卓話の講師は相馬克行氏（元東京ＹＭＣ

Ａスタッフ、コンピュター関連会社にお勤めで名古

屋クラブ相馬静香会長のご子息 、テーマは担当の）

長谷川君と相馬氏とで調整の上決定する。

④ 月例会オークションを部長公式訪問とし４ク2
ラブ（南山、プラザ、グランパス、東海）合同例会

とする、東海は鈴木孝幸君と杉山敏雄君の担当で３

階の会議室を使って行う。

⑤１２月２８日の忘年会は「日本海庄や」で午後６

時からとする。

⑥長谷川次期部長より中部事務局会議を１月より毎

月第４木曜日午後７時からＹＭＣＡで行うことが報

告された。

なお、部会の実行委員会は部会が近づいたら事務

局会議とは別個で開催する。

⑦八木会長より、奈良クラブのクリスマスカードが

披露された。

⑧クリスマス祝会は、会場への支払いが安く済んだ

のはひとえに伊藤君のお蔭です、感謝！

⑨今後の予定が報告された。

・ライツ・プロムナード２０１０（今年からクリス

マキャロルインタワーズライツが名称が変更され

た）１２月２３日お手伝いは午後５時集合

・クリスマスカードコンテストの展示は１８日午後

１時より、同じく撤去は２６日１時より、表彰式は

２５日１０時３０分よりです。

⑩西日本区に２月１５日までに送金する金額がお年

玉切手を除き、確認された。
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ゴルフ英語で「グッショッ」

菅沼 東平

女子プロの華やかな活躍や、わずか 歳の天才19
プロ、男子の（石川）遼クンの頭角もあって、ゴル

フの人気は根強い。遊興費が「仕分け」された減点

パパに代わって、若い女性やサークル仲間が今のブ

ームを支えているという。

国内より海外で世界の覇者と真っ向勝負を挑むに

は、度胸や心技体の集中力だけでは ホールは、18
勝てぬ。自分との闘いに勝ち、キャディーや一流の

プレーヤーと渡り合うには、言葉の壁をはねのける

パワーが不可欠だ。ひところ、遼君もしきりに英会

話レッスンの新聞広告に出ていた記憶がある。

英語といえば、全米プロで名を馳せた岡本綾子さ

んが一時帰国して、日本のゴルフ中継に出演中、ア

ナウンサーが「ナイスショットですねえ 「ナイス」

オン」と連発したら、岡本さん「向こうではナイス

って言わないんです 。」

「では、どういうんですか？」の質問に 「グッ、

ショッ 「ビューティーフォー」と言ってますね、」

と綾子さん。

よく使われる和製英語が日本のゴルフ場にも蔓延

していたのだ。まさに小生も、ジャパニーズ英語に

漬かっていたわけだ。ゴルフ英語に詳しい小生の友

人によると、ナイスオン、ナイスアプローチの何で

もナイスの日本だが、英米ではＮｉｃｅは余り使わ

ない 「ナイスパー」はＧｏｏｄ Ｐａｒ、焦ると。

よくやる「ヘッドアップ」はＬｏｏｋ Ｕｐなど。

では、キャディーの「Ｏｎｃｅ ｍｏｒｅ Ｐｌ

ｅａｓｅ」は、あなたの定番？「お客さん、もう一

球お願いしま～す 。」

クラブ短信
◆鈴木孝幸メンが西日本区組織検討・安全対策委員

会委員に委嘱されました。

◆来年度中部会計に松本勝君が就任することが決定

しました。

（ ） 、◆１月ＣＳ資金 お年玉年賀切手 今年もよろしく

お願いします。
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次期中部事務局便り②
次期中部部長 長谷川 和宏

みなさま、明けましておめでとうございます。

お健やかに新年をお迎えのことと思います。

月末に発足させた中部事務局会。次期中部11
会計として松本勝ワイズが事務局を支えてくださ

ることになりました。

各事業主査と各クラブ会長の選出をプッシュす

るのに慌ただしい師走でした。

月は西日本区の次期役員研修会を皮切りに、方1
針と計画の策定という大事な月となります。同時

に、次年度スタートを飾る 月 日開催の中部8 28
部会の企画を練る月でもあります。

そこでみなさまには、この正月の一年の計に中

部部会の企画プログラムも加えていただき、積極

的なご提案、楽しいアイデアをぜひお寄せくださ

るよう新年最初のお願いをいたします。

yyyyyyyyyyyyyyyyyyy

お誕生日おめでとうございます

メン １月２０日 菅沼 東平君

メネット １月１５日 浅野美也子さん

１月１８日 浅井ニコレット

さん

１月１８日 服部 正子さん

結婚記念日おめでとうございます
濱島 誠一朗君・正子さん １月１８日

松本 勝君・淳子さん １月３１日

今月の西日本区強調月間は

。IBC DBC・ です
日本区交流事業主任の平野実郎ワイズ（名古屋

クラブ）は「ＢＣ（ブラザークラブ）締結で新た

な風を、多くのワイズメンとのふれあいで違った

自分の発見を！」とアピールをされています。

東海クラブはI（海外）は韓国のテジョンクラ

ブ、アメリカハワイヒロクラブ、フィリピンのセ

ブメトロクラブとＩＢＣの締結をしております

が、最近は疎遠になっています。

Ｄ（国内）では１１月にＤＢＣ締結を結んだば

かりの東日本区の御殿場クラブと２００８年に締

結をした阪和部の奈良クラブがあります。奈良ク

ラブと御殿場クラブにはクリスマスカードをお送

り致しました、テジョンクラブには毎月ブリテン

を送っております。

中部の交流主査は櫛田守隆ワイズ（名古屋プラ

ザクラブ）です。東海クラブの交流担当は委員長

が野村秋博君です。

◆２０１０～２０１１年度クラブ役員

会 長：八木 武志 副会長：加藤 友昭

直前会長：伊藤 貴久 書 記：浅野 猛雄

一般会計：柴田 洋治郎 特別会計：鈴木 浩之

連絡主事：東田 美保

ＹＭＣＡサ・ユース 鈴木一、杉山、加藤

地域奉仕・環境 松本、濱島

ＥＭＣ（会員増強） 伊藤、山田、服部

ファンド（ＢＦ） 鈴木孝、橋爪、山村

クラフファンド 遠藤、服部、鈴木浩

交流（ＩＢＣ、ＤＢＣ）野村、野崎、鈴木孝

広報・ブリテン 深川、橋爪、菅沼、浅野、

松本、長谷川

根の上担当 山村、伊藤、杉山、橋爪、

長谷川

国際募金 鈴木一、山村

次期中部役員◆

部長 長谷川 和宏 書記 八木 武志

会計 松本 勝 事務局長 浅野 猛雄

部会実行委員長 橋爪 良和

同副委員長 服部 敏久 【敬称略】
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１ 浅井　秀明 広　義　会　員

２ 浅野　猛雄 ○ ○ ○ １９５０

３ 伊藤　貴久 ◎ 　９５０

４ 遠藤　彰一 ◎＋８ ７４００

５ 加藤　友昭 ○ 　５００

６ 柴田　洋治郎 ○ ４２５０

７ 菅沼　東平 　５００

８ 杉山　敏雄 ◎＋２ ○ ５０５０

９ 鈴木　一弘 ○

１０ 鈴木　孝幸 ○ １２２５０

１１ 鈴木　浩之 ◎ ○ ４３００

１２ 野村　秋博 ◎ ○ ◎ ７４５０

１３ 野崎　勉 １０００

１４ 橋爪　良和 ◎ ◎ ６５００

１５ 長谷川　和宏 ○ ○ ○ ○ ４７５０

１６ 服部　敏久 ２７５０

１７ 濱島　誠一朗 ２７５０

１８ 東田　美保 ○ ○ １２００

１９ 深川　直 ○ １１９００

２０ 松本　勝 ○ ○ ○ ２２００

２１ 八木　武志 ○ ○ ○ ○ ５４５０

２２ 山田　英次 ６２００

２３ 山村　喜久 ○ ２３００


