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

人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立て

られたものだからです。従って、権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁き

を招くでしょう。                    （ローマの信徒への手紙 13 章 1 節～2 節）                           

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

強調月間 TOF ・ CS ・ FF 

２月例会等ご案内 

◎２月第１例会 

  Time of Fast：飢餓に苦しむ人々のために
食事代を捧げます＝食事なしの例会です。 

日程：2月 13日（木）18：45～ 

会場：名古屋ＹＭＣＡ（ご注意下さい） 

担当：遠藤彰一君 

開会宣言・点鐘：山村喜久会長 

ワイズソング   

５つの信条：柴田洋治郎君 

プログラムはオークションです。オークシ

ョンにかける商品を沢山お持ち下さい。 

次期クラブ役員の件 

諸連絡 

  閉会宣言・点鐘：山村喜久会長 

◎２月第２例会 

日程：2月 20日（木）19：00～20：30 

  会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎ピンクシャツデー 2月 28日（水） 

   第１例会に「ピンク」の物を着用して 

  いじめ反対の運動に賛同したいと思い 

ます。 

◎３月第１例会 

  日時：3月 12日 (木)  18：45～ 

  場所：ラ・スース ＡＮＮ 

◎東日本大震災犠牲者追悼式 

  日時：3月 11日 (水) 13：30～19：00 

  場所：矢場公園 

◎チャリティーウォーク 

  日時：3月 28日 (土)   

  

 

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】 1 月末－在籍者 23 名 

（内功労会員 1 名・広義会員 2 名） 

出席者 19 名(内メイクアップ 2 名) 

出席率 95％         

 

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】 

1 月ファンド 12,878 円 合計 1,134,708 円 



 名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                         （2）

「劣化する日本人、劣化させられる若

者たち」 鈴木一弘氏（メンバー） 

1 月第１例会 1 月 9 日（木）18：45～20：00 

 初めての担当、

どうしょうかな

あと思っている

と、同じ東海ワイ

ズのメンバーの

鈴木一弘さんを

と話を頂きまし

た。「劣化する日 

本人、劣化させられる若者たち」といったテーマで 

お話頂きました。 

 お話のなかで、私自身が 20～9 歳の 5 人の孫達 

との交わりで私時代の時とはなんとなく考え方、生 

き方、価値観も違うと漠然と思っていたことが少し 

判りました。コミュニケーション力が落ち、公共モ 

ラルが低下し、寛容さが無くなっているとのこと。 

これは若者にかぎらず、私達世代にもそう感じるこ 

とが地下鉄のなかでも時々感じます。 

  

 幼少期の読書習慣の大切さ・・・本当にそう思い 

ます。インターネットの時代になって、TV も新聞 

も見ないという人が多くなってきました。自分に興 

味ある事柄だけ深

く観て、新聞を読

んでいれば隣に

書いてあること

もついでに読み

ます。これが大事

だと思います。 

 

 子ども同志が仲

良しだと我々が

思っているグル

ープにも「気を使

い、自分の立ち位

置」を常に意識 

しているとのお話

は私にとって驚

きであり、それっ

て友達なの？と

思いましたが、イ

ジメや川崎の小

学生が仲間に殺

されるといっ 

た事件を思いだし、

今の子どもた 

ちは本当に想定外のことで自殺したり、これからの 

子どもの未来に不安を持ちました。 

 鈴木さんのお話、近頃にない興味と感銘を受けま 

した。私は今、何をすればいいのかなあと立ち停ま 

っています。 

 本当にありがとうございました。      

（木村眞智子・記） 

 ＊   ＊   ＊   ＊   ＊ 

連絡主事の浅野麻琴さんは昨年ご結婚されました。 

クラブよりお祝いと花束を贈り祝福！！！ 

 

    

おめでとう！！！！ 

                                                 



名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                            (3) 

名古屋 YMCA クリスマスキャロル 

 In  JR タワーズガーデン 2019 

 17回を迎えた名古屋YMCA 主催のクリスマスキ

ャロルは 12 月 21 日（土）名駅前の JR タワーズガ

ーデンで開催されました。昨年までは 23 日の祝日

に開催されていましたが、今年から祝日ではなくな

ったので 21 日に開催されることになった。 

 名古屋クラブの小尾さんは初回から実行委員と

して尽力されてきましたが今年も準備やリハーサ

ルなど裏方の仕事にあたり、頭がさがります。 

 東海クラブからは実行委員として、またサンタの

一員として大島さんが張り切って参加しました。 

 

 

  

 大島さん

はこの中に

います。 

 

 

 

 

 名古屋地

区の各クラブのワイズメンも準備や撤収、歌詞カー

ドの配布、会場への案内などにあたり、 

東海のメンバーは浅野、

大島、柴田、橋爪、長谷

川、松本、八木、鷲尾（暗

い中で出会った人）でし

た。会場案内する長谷川 

さん。 

 

※お年玉付き年賀ハガキの記念切手を CS 資金に！ 

 1 月 19 日に抽選の年賀ハガキの 3 等の記念切手 

の当選番号は、各組共通の下 2 ケタ 

    ６7    ３７    １６ 

です。郵便局で切手に交換して持参ください。 

地域奉仕担当の大島さんに提出してください。 

 この切手はブリテンの郵送などに使用し、その相

当分の現金を西日本区の CS 資金に送金します。 

 

CS（Community Service）資金とは・・・・ 

 以前はアジア基金（AF）と呼ばれ、東西日本区の 

ワイズメンによって、アジアのワイズメンとの交流 

協力に役立てられていた。今は、西日本区 CS 事業 

の一つの柱として、国内外からの援助要請に応えて 

役立てられている。資金源はお年玉付き年賀ハガキ 

の当選切手の収益金と自由献金その他の収入で賄

われる。（ロースターの記述による） 

 東海クラブでは独自の CS 事業は行ってはいない

が名古屋 YMCA の実施する地域への奉仕事業に積

極的に参加、協力し、また実行委員として働いてい

る。 

 夏に行われる名古屋市内中学生バスケットボー

ル大会には実行委員として会場運営や大会パンフ

レットへメンバーが広告出稿に協力している。 

 冬の「平和の使者クリスマスカードコンテスト」 

は初回から協賛し、「東海ワイズメンズクラブ賞」 

を毎回クラブ会長から授与している。 

 

 

       

 

                                                 



名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                          （4） 

お誕生日おめでとうございます。（２月分） 

橋爪圭子さん 13 日  ・長谷川君子さん 21 日 

２月の西日本区強調ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ月間 

「身近なボランティア 献金に協力をお願いしま

す」 

   渡壁十郎 西日本区地域奉仕・環境事業主任 

1 月第 2 例会報告 16 日（木）19：00～20：00   

名古屋ＹＭＣＡにて  出席 11 名 

① 1 月第１例会：1 月 9 日（木）18：45～ 

 ラ・スース ANN 担当：木村眞智子ワイズ 

 「劣化する日本人、劣化させられるユースたち」 

 講師：鈴木 一弘氏（名古屋東海クラブ） 

② 次期クラブ役員 

 次期会長：太田全哉ワイズより クラブ役員は 2

月例会にて発表する予定。協力を約束した。 

③ 今後の予定 

・2 月第 1 例会：2 月 13 日（木）ＹＭＣＡ 

・2 月第２例会：2 月 20 日（木）ＹＭＣＡ 

・ブルーグラスミュージックライブ 2 月 29 日(土) 

   名古屋東海ワイズメンズクラブとして協力 

・3 月第 1 例会（山田英次ワイズ担当）の卓話講師：

原田 和八氏(経営コンサルタント)確定。 

・次期会長・主査研修会 3 月 7 日・8 日 大阪 

・卒業リーダー感謝会 3 月 22 日(金・祝) 

・春のチヤリティーウォーク 3 月 28 日(土)  

名古屋城下 碁盤割の町を歩く！ 

原案を検討し、主管することを承認した 

④ 協議事項 

ＩＢＣ締結 3 クラブとの交流関係見直し、 

この間の実情を鑑み、解消とすることで合意し

たことを西日本区へ報告する 

⑤ 例会・行事の出席者 

 1 月出席率 19／20 95％ 

 

名古屋東海リレー投稿 ―６― 

「ワイズメンズクラブと私」 

            橋爪良和ワイズ 

年末から年明けにかけて中村哲医師の暗殺、ゴー

ン被告逃亡、イラクでの戦闘など、あわただしい出

来事が多かった。それだけ世界の社会、経済は大き

く変動している。環境悪化、貧富の格差など、社会

的・構造的な問題は今後さらに先鋭化し、様々な矛

盾を生み出していくだろう。  

 混沌とした時代に、若者の生きづらさも増してい

るようだ。１月例会での鈴木一弘ワイズの卓話は、

生きづらい若者達の考え方や現実の姿を示唆され、

とても強く印象に残った。他者との関係をどう保ち、

自分の居場所をどう確保していいのか、悩んでいる

若者ほど優しい心の持ち主だろうと想像する。 

 ほどんどの若者がスマホをもち、ＳＮＳで他者と

の関係を築いているが、それでも自分をさらけ出す

ことができず孤独を感じている。ＩＴ、ＡＩがさら

に発達していく時代に、人はどう生きれば幸せなの

か。 

 数年前にワイズの中部部会で聞いた日本理化学

工業の大山泰弘社長（現会長）の講演を思い出した。

同社は日本で黒板などに使うチョーク生産量の半

分以上を占める会社。ベストセラーとなった「日本

で一番大切にしたい会社」という本で紹介され、大

山社長には全国から講演依頼が殺到したと聞いた。 

 講演を聞いたり、本を読んだ方も多いと思うので

詳細は省略するが、同社の生産ラインでは知的障が

い者がスタッフの半分以上を占め、生き生きと働い

ている。そのやる気が他の社員を動かし、業績も上

がったという。当初は「何故、障がい者はあんなに

喜んで働くのか」分からなかったという。施設にい

るより幸せなのだろうかと。縁ある寺の住職にそれ

を尋ねたら、「人の役にたっていること、必要とされ

ていることがうれしいのです」と教えてくれた。彼

は納得し、会社の社訓は次のようになった。 

 究極な幸せとは 

① 人に愛されること②人に褒められること③人の

役にたつこと④人に必要とされること。 

いま自分は人の役にたっているだろうか。必要と

されているだろうか。あなたはいま幸せか。若者に

もぜひ聞いてみたい。 

究極の幸せ  

 

◆2019～2020 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 直前会長：池野輝昭 連絡主事：浅野麻琴 

◆西日本区 JWF 管理委員：橋爪良和 

中部ＥＭＣ事業主査：鷲尾文夫 

◆広義・功労会員：浅井秀明、鈴木一弘 野村秋博

                                                

  


