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「クリスマス祝会」 ラ・スースで 

12月第１例会 12月 2日（土）17：30～20：30              

  

第 1部：礼拝とクリスマスメッセージ 

 東海クラブのクリスマス例会は今年も、ラ・スー

ス ANNのチャペルでの礼拝、荘厳なパイプオルガ

ンの奏楽と讃美歌を、聖書は「ヨハネによる福音書」

1 章 1～5 節、司会の松本君の祈祷のあと、長谷川

会長から次のようなメッセージがあった。 

「趣味のウォー

キングで鉄道の

廃線跡を歩いた。

真っ暗闇のトン

ネルの中を歩き

続けるうちに、名

古屋東海クラブ

の現況に似てい

るではないかと、気付いた。手探り、摺り足で目を

凝らし、流れる空気を肌に感じながら、やっと見え

た出口の明かりとその先の廃線の線路上に樹立し

た真っ赤に映えるモミジ。モミジが何故、今こんな

ところに？誰がこの作業を？不思議なことにその

時まで感じていたクラブに横たわる二つの困惑と

迷いに重なり、スーッと消えていく困惑と迷い。」 

「（人事は）補い合うこと、（交流は）違いを認め合

うことが当たり前のはずだ。」「この二つが起動した

ことで困惑と迷いが消え、自身の主題『協働を楽し

み、希望を見つける』ともつながる。」「せっかくワ

イズに入会したのだから、ワイズでなければ経験、

体験できないことに一寸だけ勇気を持って挑戦し

ようではないか。ワイズのクリスマスは、一つのチ

ャンスです。皆さんどうぞ良いクリスマスを」と。 

  

第 2部：祝会 

 続いて会場を 3階ホールへ移して、子どもたちも

お楽しみの祝会・クリスマスパーティーです。 

進行役は山村ワイズです。 

 開会宣言・点鐘、ワイズソング・東海クラブ五つ

の信条、食前感謝と続き、今年は乾杯を橋爪ワイズ

が担当し、各ファミリーの紹介のあと、美味しい食

事を楽しんだ。 

 そしてお楽しみの「ビンゴ」です。遠藤ファミリ

ーはファミリー皆の協力で目玉賞品の布団クリー

ナーを、またそれぞれ皆さんはお目当ての賞品を獲

得したようです。 

 橋爪メネットのピアノ演奏にあわせてサンタさ

んが登場し、子どもたちは長靴のお菓子をもらい、 

サンタさんと記念写真。 

 

 楽しいクリスマスパーティーはあっと言う間に

終わってしまいました。また、来年のパーティーを

楽しみにして下さい。 

 
     （浅野猛雄・山村喜久・記） 
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＜大島孝三郎＞ 

 私は今年傘寿となる。長男、次男、長女にそれぞれ

二人ずつの子がいる。今年から四年目だけを除いて七

年間、毎年一人ずつ大学受験生が出る。全員が希望の

進路に進むかを見届けるべく元気に初年を過ごした

い。 

 

＜池野輝昭＞ 

 後期高齢者と称される今日、最早、「日暮れ途遠し。

わが生すでに磋蛇たり。諸縁を放下すべき時なり。（徒

然草）」と考えるに至りました。義理も礼儀をも捨て

て、赴くがままの生活に入りたいと願う次第です。 

乞う温情！ 

 

＜浅野猛雄＞ 

『現役最高齢メンバーとしてひとこと』 

 7月から柴田君が中部部長に、また、10月には中部

部会をホスト致します。クラブの現状を考えるとこの

ままで大丈夫でしょうか？メンバーのあと一歩の協

力をお願い致します。 

 

＜長谷川和宏＞ 

 家族の増加は私にとっては、嬉しくも厳しい。今日

の世情、せめて人との絆と感謝の思いを大事にしたい。

私は、持ち前の元気を友に今年も旧街道や古道を歩き

続けたい。そこで、今年こそ、小さな一人を見つけた

い。今年もよろしく。 

 

＜柴田洋治郎＞ 

 私は、この12月で東海ワイズ歴、まる11年となる。

振り返るに、ワイズ入会の条件は、月２回の例会出席、

それも夕方開催で仕事に支障をきたさないこと、年会

費も他の奉仕団体に比べれば小さく、入会の必要条件

は低いと思われたことが入会を決めた一つの動機で

ある。 

 果たして、入会後、不本意ながら、中部のEMC主

査や、クラブ会長を引き受け、そして今回は次期中部

部長を指名され、未だ戸惑っている。この原稿を書い

ている段階では、東海ワイズの次期会長も未定と思わ

れるが、わがクラブだけでなく、毎年この時期になる

と各クラブとも会長選考に難航するが実情である。 

 何故か。誰も、入会時に会長や主査といった役に 

                          

                         

就いて、相応の負担を背負うことを想定していなかっ

たのではないだろうか。ボランティアは行うものの、

楽しい交流の場としての意識の方が強いのではなか

ったか。更に非営利団体としてのワイズは、無報酬の

組織である。西日本区を筆頭として、各部、各クラブ

と、一応のタテの系統もあり、成果のでたクラブや会

員に対する表彰制度もあるものの、一般営利企業に比

べれば、成功報酬が無い分、個々の会員のモチベーシ

ョンには限界があると言わざるを得ない。奉仕団体と

は、そういうものだとひと言で言ってしまえばその通

りだが、このモチベーションを維持し、自分自身を奮

い立たせる克己心が各会員に求められていると思わ

れる。 

 ただし、余り固く考えず、周りには、多くの話し合

える仲間がおり、協力してやっていけば、それなりの

使命は果たされると思う。自分自身も１１年間続けら

れたのも、これがあったからと思う。 

 

＜服部敏久＞ 

 今年は 45年間の広告マン人生の総仕上げの 1年間

になりそうです。68 歳の今も現役第 1 線で率先垂範

出来るのは、常にお客様を感激させたい、喜ばせたい

という飽きることのない志しがあるからだと思いま

す。今年も「袖振りあうも他生の縁」で皆様に感動を

与えられるよう頑張ります。 

 プライベートでは小説家深田久弥の著した「日本百

名山」の中でまだ 30 しか登頂していないので、今年

中に40まで登頂して御来光や夕焼けを眺望したい。 

 やっとゴルフというスポーツが奥行きが深く、飽き

ることのない難しさが、少しずつ分かってきたので真

剣に取り組みたい。ハンディを 15 までにして、A ク

ラスに入り、クラブ競技で優勝したいです。 

 今年もワイズメンズクラブを始めとして、多岐にわ

たりご指導くださるよう宜しくお願い申し上げます。 

 

＜鷲尾文夫＞ 

 時の経つのは早いもので、9月に70歳になります。 

今年の抱負は 60 歳台に出来なかったことをすること

です。音楽、映画、旅行、スポーツ観戦等すべて中途

半端でした。 

 会社も、昨年末に退職して完全に自由になりました。

体と相談しながらですが、好きなことを徹底して楽し

みたいと思っています。 

 そして、ワイズメンズクラブの活動にも今まで以上

に積極的に参加してゆきたいです。 

メンバーの皆さまよろしくお願いいたします。 
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＜八木武志＞ 

 鈍感とマイペースの生活でストレスを溜めないこ

とを心掛け、医者の世話にはならないようにしてきま

した。今年もそんなつもりでおりますが町内の評議員

の順番が回ってきて果たしてどうなりますか。 

 学童保育の子どもたちへの図書のプレゼントは続

けていきたいと思っています。 

 

＜浅野麻琴＞ 

（冬季プログラム展開中）（忙しい～） 

 

＜遠藤彰一＞ 

 平成三十年、戌年を迎え、古来より「犬も歩けば棒

に当たる」という諺がありますが、これを実行しよう

と思って居ります。意としては、じっとしていないで

なんでもいいからやってみれば思いがけない幸運に

出会うかもしれないということ。また、犬もじっとし

ていればいいのにうろつきまわるから人間の振り回

す棒で叩かれる目にあうの意、すなわち、出しゃばる

と思いがけない災難にあうぞ、ということなので言葉

を慎んでまいろうと思っています。 

 

＜太田全哉＞ 

 

（次期は会計の指名を受けました。慣れぬことゆえ、

皆さんのご協力を） 

（今年のチャリティーゴルフは優勝を目指します。） 

 

＜鈴木一弘＞ 

 

（今年も大阪Y、名古屋の大学、学Yの行事と多忙の 

一年となりそうです。） 

 

＜野村秋博＞ 

＜浅井秀明＞ 

 

＜鈴木孝幸＞ 

 平成30年は、去年70歳になり幻冬舎の見城徹氏の

G.N.O.（義理、人情、恩返し）を実践し、余生を恩返

しで生きていきます。去年カンボジアに 10年で 5校

の学校を建てる目標も達成して次は財団法人「矢場と

ん子ども基金」を設立しました。 

 当面子どもたちに腹一杯ご飯を食べてもらおうと

思っています。全部メネットの純子が計画実践してい

ますが、私は基金を集めて協力します。 

 是非、皆さんも世界の子どもたちに愛の手を。 

                         

                         

＜橋爪良和＞ 

 2018年はAI（人工知能）がもっと進歩して、話題

となることが増えるでしょう。でもグーグルもアマゾ

ンもアップルも米国企業。技術立国といわれた日本が

遅れをみせています。また、技術力の高さがプライド

だった日本も、その管理、保守、技能力で陰りが見え

始め、新幹線の台車事故、大手メーカーの不正点検事

案など、矢継ぎ早のに欠陥が出始めています。 

「進歩と調和」は何の掛け声だったでしょうか。 

「ポジティブ・ネット」。人間の幸せとは何なのか、

改めて足元を見直し、心を同じくする皆さんと共に、

生きていきたいと思っています。 

 

＜松本 勝＞ 

 昨年は前立腺癌が見つかり、入院・ダビンチでの手

術と人生で初めての経験をしました。 

 手術のおかげで禁煙を迫られ、禁煙は手術記念で継

続しているのですが、体重が増えてきました。 

「今年こそ、脱70キログラム」です。 

 

＜山田英次＞ 

 

（文を書くのは苦手、なんでもやります。） 

（二次会の会場探しはお任せください。） 

 

＜山村敏久＞ 

 

（文を書くのは私も苦手、なんでもやりますヤマムラ

サンコー、なんなりと申しつけを） 

（今年のチャリティーゴルフは太田君には勝ちたい） 

               

※カッコ内は原稿未着のため編集者が勝手に想像し

た言葉です。 

 春はまだまだ、土筆が顔をだすのが待ち遠しい。 
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第 2例会（忘年会） 

 12月21日（木）19：00～20：30＜いごこ家＞ 

出席１３名 次期会長、池野輝昭君に決まる。 

 

第 41回名古屋YMCA「平和の使者 

 クリスマスカードコンテスト」 

主催：名古屋YMCA 後援：愛知県教育委員会・ 

名古屋市教育委員会・朝日新聞社 協賛：サクラク 

レパス・名古屋東海ワイズメンズクラブ 

◎審査会：12月2日（土）10：00～14：00 

 応募作品数 1332点  審査員の先生：高澤信 

俊・伊藤栄・和泉朱美・杉浦展子の4名 

  

特賞16点、フレンドシップ賞（ロスアンジェルス 

Y・南京Y）2点、特選114点、入選264点 

◎展示：12月12日（火）～18日（月）栄市民ギャ 

ラリー（地下鉄久屋大通駅上北側） 

  

特選、特賞作品132点を展示（作業する長谷川君） 

  

東海ワイズメンズクラブ賞の作品 

川村正斗君（旭丘小2）・山内俊弥君（楠西小5） 

                         

◎表彰式：12月16日（土）14：00～南山YMCA 

川本龍資名古屋YMCA理事長の挨拶と特賞の授与。。 

 愛知県教育委員会賞、名古屋市教育委員会賞、朝 

日新聞社賞2点、サクラクレパス賞2点、名古屋 

東海ワイズメンズクラブ賞2点、YMCA賞8点 

 
東海クラブ賞は長谷川和宏会長から授与された。 

  

  

特賞の作品はスライドで紹介され、一人ひとり審査 

の先生から講評がされた。 

    

クリスマスキャロル in タワーズガーデン 

12月23日（土・祝）18：30～19：30 

 JR名古屋駅タワーズガーデン 

 

 

 

 今年は132名のサンタさんの聖歌隊 
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お誕生日おめでとうございます 

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 

   1月 31日  橋爪良和君・圭子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

IBC・DBC 

「IBC／DBC締結クラブとの交歓だけでなく、交流

を深めて協働事業を検討しましょう。」 

     西日本国際・交流事業主任 

金澤市郎君（京都クラブ） 

12月第 2例会報告 21日（木）19：00～21：00   

いごこ家名駅店 出席 13名  

①1月第 1例会：1月 11日（木）ラ・スースANN 

 卓話「種を撒く人」 

 講師：草地大作氏（日本基督教団名古屋中央教会） 

 担当：長谷川和宏君（ゲストを例会にと要望） 

②今後の予定： 

 クリスマスキャロル inタワーズガーデン： 

  12月 23日（土・祝） 

 名古屋YMCA創立記念日：1月 15日 

  1902年1月15日に南外堀町名古屋教会におい 

 て名古屋キリスト教青年会の創立組織会が開 

催された。 

 1月第 2例会：1月 18日（木）名古屋YMCA 

 2月第 1例会：2月 8日（木）名古屋YMCA 

  TOFの月で食事はなし。オークション 

  担当：遠藤彰一君・太田全哉君 

 2月第 2例会：2月 15日（木）名古屋YMCA 

 ピンクシャツデー：2 月 28 日（水）  いじめ

をなくそうの思いをピンクのシャツにこめて。 

 名古屋クラブ 70周年記念例会：3月 4日（日） 

  会場：アイリス愛知 

 3月第 1例会：3月 8日（木）ラ・スースANN 

  卓話 担当：橋爪良和君 

 チャリティーウォーク：3月開催、コース検討中 

 リーダー感謝会：3月 21日（水・祝） 

  卒業するリーダーに感謝と激励を 

 春の根の上まつり：4月 29日（日・祝） 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

③次期クラブ役員が決まりました。 

 次期会長：池野輝昭君 一般会計：太田全哉君 

 副会長：鷲尾文夫君 書記：長谷川和宏君 

 

◎例会・行事の出席者 

 12月出席率 16／17 94.1％ 

 11月 23日：根の上キャンプ場撤収作業 山村 

 11月 24日：チャリティーゴルフ：太田・山村 

 12月 2日：クリスマスカードコンテスト審査会 

  浅野麻・長谷川・八木 

12 月 2 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・鈴木一・橋爪・長谷川・松

本・八木・山田・山村・鷲尾 メネット：橋爪・

松本・山田・鷲尾 ファミリー：遠藤（6）・太

田（1）・山田（5）メークアップ：柴田・服部 

12月 1111：クリスマスカードコンテスト展示：  

 浅野麻・長谷川・八木 

12月 16日：クリスマスカードコンテスト表彰式 

 浅野麻・大島・長谷川・八木 

12月 21日：第 2例会  浅野猛・池野・遠藤・

大島・太田・柴田・橋爪・長谷川・服部・八木・

山村・山村・鷲尾 

12月 23日：クリスマスキャロル 浅野猛・大島・

柴田・長谷川・八木・柴田メネット・長谷川 

 メネット＆ファミリー3 

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



    THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

      （○印・必要事項を記入の上、早めにＦＡＸ又はメール等にて返送して下さい。） 

 

・ＦＡＸ： ０５２－７５７－３３３２・メールアドレス：asanoma@nagoyaymca.org 

連絡主事 浅野麻琴 様      氏名 

出欠連絡票 
 ワイズメ

ンの出欠

席 

ゲスト・ビジター

の有無、 

そのお名前 

１．２０１８年 1 月 

第１例会 

 

1 月 11日（木） 

18:45～20:45 

卓話と会食 

担当:長谷川和宏ワイズ 

卓話：種を蒔くひと 

卓話講師:草地 大作氏 

 牧師 日本基督教団 

名古屋中央教会 

名古屋ラ・スースＡＮＮにて 

 

出席 

 

 

欠席 

 

ゲスト:  

 

ビジター:  

 

 
＜ビジターの方 

参加費３０００円

（食事代）を申し

受けます＞ 

２．2017 年 1 月 

第 2 例会 

 

1 月 18日(木) 

19：00-～20：30 

名古屋ＹＭＣＡにて 

出席 

 

欠席 

 

 

 

３．名古屋ＹＭＣＡ 

創立 116 年記念日 

1 月 15日（月） 

（創立：1902 年 1 月 15 日） 

 

 

 

 

 

予告：2017年 2月 

   第１例会 

 

2 月 8 日（木） 

18:45～20:15 

オークションを予定 

名古屋ＹＭＣＡにて 

 

 

 

Ｔ.Ｏ.Ｆ（タイム・

オブ・ファスト）

に付き、食事なし 

担当：遠藤、太田 

予告：2017年 3月 

   第１例会 

 

3 月 8 日（木） 

18:45～20:45 

名古屋ラ・スースＡＮＮにて 

 担当：橋爪 

予告：第 7 回 

チャリティーウォーク  

3 月 11日（日） 

詳細は 1 月例会にて発表 

 担当:大島、長谷川 

 

年賀 
新年おめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いします。 

（準備の都合上、1 月 6 日(土)までに必要事項ご記入の上、返信ください） 

2017-18 ブリテン委員会 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

