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「クリスマス祝会」 ラ・スースで 

12月第１例会 12月 9日（日）17：30～20：30              

 

 この冬一番の寒さとなった９日夕刻、今年入会さ

れた木村さん、神谷夫妻、真鍋ファミリーと、いつ

もの遠藤ファミリー、山田ファミリー、そのほか

YMCAスタッフ・リーダーを含め総勢４７名がラ・

スースの３階で東海クラブのクリスマスを祝う会

を開きました。 

 第一部の礼拝で池野会長はメッセージで「任期の

半分が過ぎ、終わった様な気分ですが、任期初め三

本の柱を目標に

し、その一番目が

中部部会の成功

でした。柴田部長、

長谷川部会実行

委員長をはじめ

メンバー皆さん

のお力添えで初

期の目標が達成できた事。」と改めて感謝の意を表

しました。 さらに

「二番目と三番目

の柱はEMCのCと

Mで、出席率はほぼ

１００％を達成し

ているが、メンバー

増強の面では、当初

会員増１０名と高いアドバルーンを挙げたかも知

れないが、メンバー一人一人がその目標を目指すこ

とに、より一層努力されるように改めて強調」され

ました。 

 第二部の祝会は浅野麻琴さんと熊崎スタッフの

進行のもと、柴田部長の乾杯の発声のあと、ゲスト、

ファミリーが紹介され、美味しい食事を頂きながら

歓談のひとときを持

ちました。 

 

 お待ちかねのビンゴ大会は浅野麻琴さんとリー 

ダーと子どもたちにより進められ、それぞれ思い思 

いの品物をゲットしました。 

 
 さあ、最後はサンタの登場です。 

       

子どもたちはサンタさんからプレゼントを貰い、サ

ンタさんを囲んで記念の集合写真を撮りお開きと

なりました。 

 年に一度の家族が集まるクリスマス祝会ですが、 

池野会長ご所望のお酒がなかったことと料理の出

るタイミングが悪かったこと、食事の量が少なかっ

たと感じたのは私だけだったでしょうか。 

 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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順不同で紹介します。 

＜大島孝三郎＞ 

 転入以来この3年は、チャリティーラン、チャリテ

ィーウォーク、クリスマスキャロルの実行委員、クリ

スマスカードコンテストの立会、中学生バスケットボ

ール大会の観戦、日本後学院のチューター活動等と広

く浅く関わってきた。以前所属していたクラブの時代

は会計、会長、主査、EMC フォーラムへの出席、中

部部長の役職にも就いた。今は、YMCA との協働に

活動の比重が掛ってきたと思う。体力の衰えにつれて、

気儘にクラブライフを送っている。今後もそのように

させて頂くつもりである。 

 

＜池野輝昭＞ 

 新しい仲間を迎え入れ、改革の芽生えも見えて来た

名古屋東海クラブ、会長任期も折り返し点、後半も主

題の「喫茶去」を掲げて、果敢に、MC展開を図って

いきたい。原則的で、なお柔軟な活動こそ「東海」の

原点、皆様のご協力を切にお願いします。 

 

＜浅野猛雄＞ 

 今年５月で８０歳になり、クラブメンバーの内会員

歴は鈴木孝幸君と同じ月に入会、年齢も大島君より３

日早く、会員歴、年齢共クラブで一番旧くなり、そろ

そろワイズ活動も終活に入ろうかなと思っています。 

 ただ、最後にクラブメンバーの皆さんにアピールを

致します。それは、クラブの例会以外での区大会、部

会、DBC交流会・・・、ワイズ以外のYMCAの行事 

（中学生バスケットボール大会、国際協力募金、チャ

リティーラン、YMCA 大会、バザー、クリスマスキ

ャロル等々）がごく一部の人のみが参加をされ、他の

方は全く無関心かと思われます。どうかそれら一つ一

つも覚えて是非参加してください。 

 それともう一つ、クラブの第２例会にも是非出席し

て下さい。皆のクラブに対する思いが感じられる筈で

す。 以上、年寄りの冷や水と聞き流して下さい。 

 

＜長谷川和宏＞ 

 取り柄の元気印も、一寸怪しくなった昨今。季節毎

に風邪をひき、腰痛を覚える。「一呼吸置いて」を念

頭に、今年も、中学生バスケットボール大会などのY

サの活動に関わり、人との出会いを楽しむ日々の継続

につとめていきたい。 

                         

                         

＜柴田洋治郎＞ 

 中部部長としての私は、2019 年 6 月までの部長任

期を全うすることがこの年の最大の課題です。但し、

昨年12月22日の中部評議会で審議された次々期の中

部部長及びホストクラブの引き受け手がないこと等、

これからの中部は波乱含みと言えます。東海ワイズの

メンバーも中部の一員として、これらの問題を共有し、

事態の改善に力を貸していただきたいと思います。も

っと述べたいことはありますが、紙面の都合上、部長

通信の場で今後発言することとします。 

 

＜服部敏久＞ 

 昨年は私が 8 月に帯状疱疹で入院し、10 月には家

人が大腿骨転子部を骨折して2ケ月半の入院と慌ただ

しい日々でした。何をやるにも健康な身体が基本であ

る事を痛感する毎日でした。今年は足腰をしっかりト

レーニングします。今年から年に３回位東南アジアを

中心に鉄道での一人旅に行こうと思っています。 

 

≪木村眞知子＞ 

（１月第１例会で、私の意気込みをお話します。） 

 

＜鷲尾文夫＞ 

 私は、ジャズピアニスト佐山雅弘の「君の身体は君

の食べたモノで出来ているといいますが、同様に僕と

いうものは僕と出会った人々で出来ている」と言う言

葉が大好きです。年々出会う人が少なくなってきてい

ますので、今年こそは行動範囲を拡げ、積極的に多く

の人達と出会いたいと思っています。 

 

≪中江正典＞ 

（１月例会で今年の抱負を披露します。乞うご期待） 

 

＜神谷正博＞ 

 ＝地域編＝ 

 地元刈谷での少年野球と名古屋ではY's活動でのボ

ランティアを頑張ります。 

 ＝個人編＝ 

 目指せ！ゴルフ９０切り。 

 

＜平田真博＞ 

 昨年、初めて高尿酸値症、いわゆる『痛風』と診断

されてしまいました。食生活だけが原因ではないよう

ですが、肥満も一つの要因らしいので、2019 年はダ

イエットを！と考えております。皆様方、良い方法が

あれば御教授願います。 
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＜真鍋孔透＞ 

 池野会長から強いお誘いを受け、１０月に入会させ

て頂きました。今年は１年を通してクラブにどんな活

動があるのかを理解する年にしたいと思います。 

 ご指導のほどを何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

＜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、今年もそんなつもりでおりますが 80 歳

も目前に控え、目も耳も衰え音は聞こえていても言葉

の意味を正確には把握できない状態。町内の評議員の

順番が回ってきて半年過ぎました。あと少し。町内会

の広報紙の作成は思っていたより大変です。何故なら

町内の行事には全部顔を出さなければならないので。 

 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＞ 

 平成最後の年、三十年の月日が短く感じられ、新年

号の時に、私は何をしていたかと思う時、色々な想い

出が頭を駆け巡りました。 

 小渕元総理が「新年号は『平成』であります」と発

表された姿を今でも思い出します。 

 

＜太田全哉＞ 

（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、今のところ順調です） 

（今年のチャリティーゴルフは優勝を目指します。昨

年は山村さんに負け、ゲストの西田さんが優勝！悔し

い！！） 

 

＜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。） 

（Y サの主査もあと半年、皆さん YMCA の行事に積

極的に参加しましょう） 

 

＜鈴木孝幸＞ 

 新年明けましておめでとうございます。 

今年はカンボジアの学校も５校建て、一応一区切りで

すが、交流は続けていきます。 

去年、毎週木曜日の子ども食堂は４８回行い、現在毎

週１００名近くの子どもが来てくれます。第１回は 

                         

                          

16名でしたが。貧困の子どもを対象ではなく、一人っ

子の子どもたちに箸でご飯を食べることを教えたく

て、５時から宿題タイム、６時から食事と子どもたち

が中心で楽しんでいます。今年は子どもたちにメニュ

ーの作成から後片付けまでやってもらいます。子ども

は無料、大人は200円。是非一度遊びに来て下さい。 

 

＜橋爪良和＞ 

 私も 60 代の後半を迎える年齢となりました。限ら

れた時間の中、残された人生で家族に、仲間に、周り

の人たちに何ができるのか、何をしなければならない

のか。 

 今年はポジティブな「終活」の準備を着実にしたい

と思っています。 

 

＜松本 勝＞ 

 今年こそ、腹八分目と運動。旅とチャレンジ。 

 

＜山田英次＞ 

（文を書くのは苦手、それ以外ならなんでもやります。

二次会の会場探しはお任せください。） 

（山村次期会長のサポートを精いっぱいやります。） 

 

＜山村喜久＞ 

（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はどうやら次期

会長のお鉢が回ってきそう） 

（覚悟を決めました。皆さんのご協力を切にお願いし

ます。） 

               

※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28日（金）19：00～20：30＜たなか＞ 

出席14名 次期会長、山村喜久君に決まる。 

詳細は次号で。 

第 42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：11月24日（土）10：00～14：00 

 応募作品数 1698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15点、フレンドシップ賞（ロスアンジェルス 

Y・ソウルY）2点、入選110点（特賞を含め） 

◎展示：12月11日（火）～17日（月）栄市民ギャ 

ラリー（地下鉄久屋大通駅上北側） 

 入選、特賞作品110点を展示 

 東海ワイズメンズクラブ賞の作品 

  

山田蓮さん（年少）河合美月さん（中1） 

                         

 

◎表彰式：12月15日（土）14：00～南山YMCA 

中村隆名古屋YMCA総主事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7 

点、東海クラブ賞は池

野輝昭会長から授与

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（日・祝）18：30～19：30 

 JR名古屋駅タワーズガーデン 

 

今年も多くのサンタさんの聖歌隊、大島君もサンタ 

の姿で聖歌隊の中に！！ 

元メンバーの斎藤襄さん以来東海クラブのメンバー

が歌う側に参加するのは久しぶり。 

（演歌なら得意の人はいますが） 

他のメンバーは会場整理や歌集の配布にいつものよ

うに寒さを吹き飛ばして頑張りました。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ   ン     神谷正博君 

中江正典君 

メネット   浅野美也子さん 

       浅井ニコレットさん 

       服部正子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

    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 

「交流はワイズの醍醐味です。お見合いボードも利

用していただき、様々な出会い、交流を楽しみまし

ょう。」 

   西日本区国際・交流事業主任 

中井信一君（奈良クラブ） 

 

12月第 2例会報告 20日（木）19：00～20：30   

YMCA 出席 11名 

①1月第１例会：1月 10日（木）18：45～20：30 

 会場：ラ・スースANN 担当：柴田洋治郎君 

 卓話「センポ・スギハラメモリアルと瑞陵高校」 

 講師：森 重統氏（瑞陵高校教諭） 

②今後の予定 

 中部評議会・ＥＭＣシンポジウム：12月 22日（土） 

  名古屋ＹＭＣＡ（池下） 

 クリスマスキャロル：12月 23日（祝）17：00 

 12月第 3例会（忘年会）：12月 28日（金） 

 １月第２例会：１月１７日（木） 

③次期クラブ役員 

 次期会長に山村喜久君を指名、同君は快諾。 

  クラブ役員は山村君が指名するのでメンバー

は快く引き受けてほしい。 

④12 月第 1 例会（クリスマス祝会）でのビンゴゲ

ームによるファンドは30,000円。特別会計へ。 

  食事の出るタイミングが悪く、量も少なかった。 

⑤DBC交流会：3月 23日・24日を予定。 

  宿泊は「恵那峡ラジウム館」を予約 

  会費は 15,000円を想定。 

  今後、実行委員会で検討をすすめる。 

◎例会・行事の出席者 

 12月出席率 21／22 96.8％ 

 11月 21日：DBC委員会 浅野猛・遠藤・橋爪・

山村 

 12月 9日：第 1例会（クリスマス祝会）：浅野猛・

浅野麻・池野・遠藤・大島・神谷・木村・柴田・

鈴木一・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・真鍋・

八木・山田・山村・鷲尾  

  メネット：神谷・松本・真鍋・山田・鷲尾 

  ファミリー：遠藤（9）・真鍋（2）・山田（7） 

ゲスト：浅野猛（1）・山村（1）・浅野麻（3） 

メークアップ：太田・中江・平田・服部 

 12月 15日：クリスマスカードコンテスト表彰式 

  浅野麻・池野・長谷川・平田・八木 

 12月 20日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・神谷・柴田・長谷川・松本・八木・

山村 

 12 月 22 日：中部評議会・EMC シンポジウム  

浅野猛・池野・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・

八木 

12月 23日：クリスマスキャロル 浅野猛・池野・

大島・柴田・橋爪・長谷川・長谷川メネット・

松本・八木・鷲尾・鷲尾メネット 

12月 28日：第 3例会（忘年会） 

◆2018～2019年度クラブ役員 

会 長：池野輝昭 副会長：鷲尾文夫 書記：長谷

川和宏 直前会長：長谷川和宏 一般会計：太田全

哉 特別会計：橋爪良和  会計監査： 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：長谷川和宏 

YMCAサービス・ユース・地域奉仕・環境：（チャ

リティーラン）柴田洋治郎・太田全哉 （バスケッ

トボール大会）長谷川和宏・八木武志 （クリスマ

スカード）八木武志・大島孝三郎 （春のウォーキ

ング）長谷川和宏・大島孝三郎 （国際協力募金）

鈴木孝幸・服部敏久 （南山バザー）松本勝・山田

英次 ＥＭＣ：クラブ全員  国際・交流：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 

中部部長：柴田洋治郎 中部書記：八木武志  

中部会計：浅野猛雄 中部事務局長：橋爪良和 

中部連絡主事：浅野麻琴 

西日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部YMCAサービス・ユース事業主査：鈴木一弘 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 


