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「ともに光の中を歩もう」
「ワイズ運動を尊重しよう」
2022 年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
「愛し合い、助け合い、心はいつも青春」
「クラブの定期点検」～活動しやすいクラブでメンバーの心身も健やかに～

がんばれ日本

がんばるワイズ
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2018 年

―――――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――

「私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなたがたの愛がますます豊かになり、
本当に重要なことを見分けられるように。」
フィリピの信徒への手紙 第１章９節
クラブホームページ：http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus2017-2018.pdf

20１８年１月例会他ご案内
◎１月例会（新年会）
と き：１月１６日（火）
時 間：１９：００～
ところ：キッチンさくら亭
名古屋市南区桜台 1-1-15

◎グランパススキーツアー
と き：１月２７日（土）～２８日（日）
時 間：夕食までに集合願います
ところ：爺ケ岳マルハンロッジ
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad/2113/

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230112/23006189/

℡052-821-7335
地下鉄桜通線「桜本町駅」徒歩５分
ドライバー：坂野君
会費：５０００円（吞み代別）
グランパス新年会です。２０１８年をどう進
むか語り合いましょう。お友達をお誘いくだ
さい。会友大歓迎
◎２月例会・役員会
と き：２月２０日（火）
時 間：１９：００
ところ：神沢ＹＭＣＡ
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◎ピンクシャツデー
と き：２月２８日（水）
◎名古屋クラブ７０周年記念例会
と き：３月 ４日（日）
ところ：アイリス愛知
http://www.ys-chubu.jp/main/17butyo/2018nagoya
70.pdf

◎特別例会（卓話）
と き：３月 ６日（火）
ところ：神沢ＹＭＣＡ
況
11 名

当

6名
6名

当
累

B F ポイント
月 ・ 切 手

クラブファンド（月）
ニコ BOX ノート

月 ・ 現

感 謝 ファンド
累
計

金
計

ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY
＝強い義務感を持とう。義務はすべての権利に伴う＝

RIGHT”

２０１８年を迎えて

新年の抱負
会長 下村明子
２０１７年の抱負は運動をして健康維持でした。
スポーツクラブ会費の元を取る程運動はできません
でしたが、大きな病気もせず一年を過ごすことがで
きました。２０１８年の抱負は「休みを取ること」。
普段から休みを取るのが苦手、時間に余裕があれば
今のうちにと仕事を進めてしまう癖があります。そ
のため「この間休んだ日はいつだっただろう」と思
い出せないことが多々あります。忙しくとも仕事か
ら離れ、リラックスして好きなことに没頭する休日
をきちんと確保できること。今年の終わりには週に
１日は必ず休めるような習慣がついていることを願
います。
２０１８年新年抱負
青木哲史
齢と共に過ぎ去る時間が本当に早くなりました。
この流れを止めるには、子供の頃の遠足や運動会な
どのワクワクするイベントを多く取り入れる事かと
思います。この点ではワイズの行事はイベントフル
で良いと思います。昨年はこの欄で誓った様に二つ
の資格を習得しました(利き酒師と Sake Diploma)。
2018 年は更に実業関係で二つの資格に挑戦します！
後はやはり健康です。年々通院費は増加傾向ですが、
今年は 60 肩と二日酔いと戦いながら身体を鍛え直
して医療費を下げ、振り返るとイベントフルで長い
一年だったと言える様な年にしたいと思います
２０１８年を迎えて
荒川恭次
新年の抱負といえば「健康」が定番ですが、今年
はちょっと違います。お役目いただいている「ワイ
ズ将来構想特別委員会」が実働期に入るため益々忙
しくなりそうです。富山の新クラブ設立を契機に西
方面に負けない中部になればと思います。ＹＭＣＡ
へのサポートも夏・冬のキャンプにどんどん参加し
てリーダー達との距離も詰めて行きたい。そのため
には体力増強・健康維持と言う結果にどうしてもな
りますね。
２０１８年新年の抱負
高田嗣士
健康で「感謝とありがとう」の一年にしたいと思

います。
去年は長年付き合っていました腰痛が脊柱管狭窄
症、脊柱管変形側彎症、脊柱管変形後彎症の三点セ
ットの三重苦と判明（ヘレンケラーと同格）、医者に
治療法なしと宣言されました。
神はわれを見捨てず！女神が現れました！坂口メ
ネットの友人から「エゴスキュー治療（私は西洋の
ヨガと呼んでいます）
」のセラピーを受け毎朝 1 時間
半の治療体操（40 日目）で腰痛がなくなりました
本当に感謝とありがとうです。今年は「感謝とあり
がとう」の気持ちで仕事や趣味、ワイズ活動等に挑
戦いたします。
２０１８年新年の抱負
服部庄三
今年も昨年に引き続き YMCA リーダーの支援、サポ
ートを頑張りましょう。リーダー達とのコラボ企画
も立ち上げるなど、将来のワイズ候補を育てましょ
う。
２０１８年の抱負
早川政人
この年になると １年がアッと結う間に過ぎ昨年
は何をしたか？反省をして今年は目標を立てる事か
ら始め、何をと考えている間に半年が過ぎ、１年が
過ぎそうなので まず出来る事をと思い、１月から
東海道五十三次の制覇のツアーに申し込み目標に向
かって京都から始めます。１年でどこ迄行けるかは
請うご期待ください。
又、少し時間の余裕ができましたので、クラブには
積極的に協力致します。

２０１７クリスマス例会

と き：２０１７年１２月２日（土）
ところ：カフェ・プロフーモ
出席者：阿部、荒川＋ﾒﾈ、遠藤、坂口、下村、高田
服部＋ﾒﾈ、早川＋ﾒﾈ、坂野、松原あ；ﾒﾈ、吉田＋ﾒﾈ
南山クラブの皆さん
クリスマス例会に参加して
下村明子
１２月２日土曜日の夕方に開催され南山クラブとの
合同クリスマス例会。前回参加したのがいつだった

か覚えていないくらい、久々の参加でした。それは、
ドライバーの服部メンが私の出席できる日に設定し
てくださったためです。私がかつて参加していたこ
ろには子どもたちの参加があり、サンタさんに扮し
たメンバーが子どもたちにお菓子を配っていたので
すが、いつの間にか子どもたちは大きくなってサン
タさんは来なくなり、大人だけのクリスマス例会と
変わっていました。会場ではクラブメネットさんた
ちや南山クラブのみなさんとも久し振りにお会いで
き、翌朝の仕事に備えてお酒は飲まなかったものの
楽しい時を過ごし、プレゼント交換では坂口メンが
用意してくださった「猫の置物」が当たり、猫好き
の私には嬉しいプレゼントになりました。

クリスマス例会
服部庄三
１２月２日１７：００より熱田区伝馬町にあるイ
タリアンレストラン「カフェ・プロフーモ」におい
て、クリスマス例会を開催しました。今年は南山ク
ラブとの合同例会。南山クラブの小林滋記君と私が
進行役を務め、賛美歌「きよしこの夜」に始まり、
荒川メネットによる聖書朗読、荒川文門ワイズによ
るお祈りと、クリスマスを祝う催しが続きました。
後半は会食。深尾南山クラブ会長の乾杯に始まり、
それぞれのテーブルに運ばれるボリュームたっぷり
の料理に舌づつみ。続くグランパス恒例のプレゼン
ト交換では、皆が持ち寄ったプレゼントを抽選で交
換、女性群の席では大いに盛り上がっていました。
今回特別賞として会友の柴田勝義君が提供した国内
旅行航空券が目玉となり、厳正抽選の結果、荒川メ
ネットが幸運を射止めました。
近年それぞれのコメットも成長し、子供たちの参
加が少なくなって多少寂しくもなりましたが、今後
マゴメットや友人家族の参加など、新しい友人が増
えることを願っています。

１２月通常例会 レポート
開催日時：２０１７年１２月１９日（火）１９時～
会
場：神沢ＹＭＣＡ３階会議 ドライバー：下村
出席者：下村、服部、荒川、三井、遠藤、高田
欠席者： 坂野、早川（キャロル委員会へ出席）、

吉田、阿部、坂口、信田、松原
１．開会点鐘
２．ワイズソング斉唱
３．議
事
(1)プログラム報告
①名古屋 YMCA チャリティーゴルフ（11/24）
当クラブ参加者 三井、吉田 チャリティー総
額 ￥108,000
②クリスマス合同例会（12/2）
南山クラブとの合同例会 YMCA のリーダーが
出席無く反省 次回は良い企画考慮する
(2)各委員会情報共有
①名古屋地区ワイズ連絡会
委員名：服部（事務局）
、荒川（中部情報委員）
次回１月３０日 １９：００〜
②クリスマスキャロル実行委員会
委員名：早川 キャロルの参加者最終確認
（12/23 15 時 30 分集合）
参加 荒川、高田、服部、早川、吉田
③ワイズ将来構想特別委員会（西日本区）
委員名：荒川 次回 １月１４日
富山にてワイズメンズクラブ４月発足、６月チ
ャーターの予定
④その他委員会
クリスマス用もみの木 松坂さんより各 YMCA
に送られる。 荒川、三井、吉田
(3)ＹＭＣＡより
神沢保育園餅つき １月１７日(水)
午前９：００〜 参加の要請がありました。多
くのお手伝いが必要
(4)その他
①新年会（ドライバー：坂野）１月１６日（火）
１９時～ キッチンさくら亭
会費 5,000 円（フレンチフルコース＋シーフー
ドカレー）飲み物代は各自精算 出欠の確認
②ワイズメンズクラブ国際憲法改正の投票につい
て 当クラブは 可決しました。
③SO 支援について
会員を継続するかどうか（請求書が届いている）
チャリティーランの支援をしていますので、別
の支援はしない。
④ピンクシャツ購入について（九州部よりファン
ド提案）購入するかどうか（注文期限１２月２
０日まで） 購入しない事に決定。
⑤クラブリーフレット作成の検討（１１月以降）
ブリテン取り寄せ（担当者を割り振り）
荒川、下村、早川、服部、三井、他が有れば参
加を請う。荒川君が取り寄せ中、メールにて配
信する。
⑥ブリテン原稿依頼
・クリスマスツリー（三井）神沢 YMCA クリスマ
ス会
・ＹＭＣＡスキーキャンプ（荒川）
・クリスマス例会（服部、下村）

・クリスマスキャロル（早川）
・各メンバーの新年の抱負
４．今後の予定（３月例会まで）
１２月２３日（土）クリスマスキャロル（準備１
５時３０分～ ＪＲタワーズ 名古屋駅）
１月１６日（火）新年会（１９時～ キッチンさ
くら亭）
１月２７日（土）～２８日（日）爺が岳スキーツ
アー（夕食までに マルハンロッジ）
２月２０日（火）２月例会（１９時～ 神沢 YMCA
／総会：次期クラブ役員体制提案）
２月２８日（水）ピンクシャツデー
３月 ４日（日）名古屋クラブ７０周年記念例会
（アイリス愛知）中区丸の内
３月 ６日（火）特別例会卓話 ドライバー早川
３月１０日（土）～１１日（日）次期会長主査研
修会（大阪）
３月１３日（火）３月例会（１９時～ 神沢 YMCA ）
※第２火曜日開催です。

クリスマスキャロル２０１７

開催日時：２０１７年１２月２３日（祝土）
会
場：タワーズガーデン
出席者：荒川、遠藤、高田、服部、早川、吉田
早川政人
１２月１２日（土）午後６時から６時４５分まで
の４５分間のイベントです。私は初めて実行委員会
に参加しました。例年からの委員が多く、プログラ
ムと曲目は順調に決まりました。キャロルの参加者
は約１４０名程の方が１１月から名古屋中央教会で
指揮者の山田先生の元に毎週練習を積み本番を迎え
ます。練習の日は毎週冷え込み、本番が心配競れま
した。毎年１２月２３日は寒さと戦いながら 皆さ
んクリスマスソングを披露しています。
今年は当日非常に暖かくお手伝いのワイズメン・
YMCA のスタッフも大いに助かりました。午後３時３
０分から器材の持ち込みが始まり、設営には音響、
ライトのセッテイング等、JR の担当の方にもお手伝
いを頂き、多少のアクシデントが有りましたが 準
備は整いリハーサルに入り 本番は金城学院大学の

OG のバイオリン・ビオラも協力を頂き大いに盛り上
げてもらいました。

毎年この日の寒さには閉口しますが 今年は動け
ば汗ばむ様な日で助かりました。見物の人も大変多
く、指揮者、歌のメンバー、奏者も練習の成果が大
いに発揮されました。多くの参加された方々、指揮
者の山田先生、毎年電子オルガンの奏者の安井さん、
金城学院大学 OG の方には大変ご苦労様でした。お手
伝いのワイズメンズクラブのメンバー・YMCA スタッ
フの方々にも感謝します。このプログラムが次回も
続く様に祈っています。

日和田よりクリスマスツリー
クリスマスツリー設置
三井 秀和
11 月 30 日に日頃日和
田高原キャンプ場管理、
南山バザー等で大変お
世話になっているキャ
ンプ場の隣接におられ
る松坂様よりクリスマ
スツリー用の「もみの
木」の用意ができた旨
連絡をいただき吉田、
荒川、三井の 3 人で引
き取りに初冬の日和田
高原へ往復 8 時間の日
帰りで向かいました。
昼前に現地に着き松

坂さんが事前に伐採していただいていた格好が良い
5 本のもみの木を吉田 1BOX 号に積み込むことができ
ました。
その後、奥様より暖かいそばを用意していただき
美味しかった昼食をいただいた後、一路南山幼稚園
へ。帰名後、南山幼稚園にて南山幼稚園、神沢保育
園、名古屋 YMCA 本館、他所 2 か所に振り分けそれぞ
れが各所へ配達しました。
私は神沢保育園へ配達しましたが、後日南山幼稚
園分として一番大きいもみの風で木を倒れないよう
に地面に穴掘り倒木防止工事をしさらに吉田氏より
提供を受けたイルミネーション設置するとそれなり
にクリスマスツリーの恰好となりクリスマスを待つ
だけの用意ができました。

国人です。久々のリフト待ちを経験しました。レス
トハウスに入れば、英語、中国語、ハングルとここ
は日本かと思わせる雰囲気でした。
子供たちのスキーキャンプは、私たちが行うのん
びりスキーツアーと全くペースが違います。休憩は
午前１回、午後１回で後はひたすら滑りまくります。
だからどんどん上手くなり、全くの初心者でも帰る
ころには一人でどんどん滑れるようになります。親
の元を離れて甘えることなく伸び伸びと子供たちは
過ごします。だからサポートする立場としては体力
が必要です。シーズン前のトレーニングは欠かせま
せん。
今回は雪質等ゲレンデコンデションは最高でした
が、天候に恵まれず、晴れた日は最終日のみでした。
あとの日はずっと雪が降っており、視界の悪さで良
い写真があまり撮れませんでした。でも夜の室内プ
ログラムは子供たちの元気はつらつの笑顔がたくさ
ん撮れました。
今シーズンはまだたくさんのスキーキャンプがあ
りますので、時間の許す限りできるだけ参加して子
供たちの笑顔を撮りたいと思います。

ＹＭＣＡスキーキャンプー始動

ウォーカソンからの学童キャンプ
支援金贈呈式

スキーキャンプ（白馬五竜）に参加して
荒川恭次
１２月２６日～２９日（３泊４日）の日程で今シ
ーズンのスキーキャンプが始まりました。１回目は
白馬五竜スキー場です。このゲレンデは白馬でも中
心地域に位置し、八方、飯森と繋がった広大なゲレ
ンデです。ここで子供たちのスキー班をリフト・ゴ
ンドラを乗り継いで追いかけて写真撮影しました。
今シーズンからは動画記録の要望もあり、撮影機材
の収納はショルダーバックからディバックに大型化
しました。
白馬のゲレンデは外国人にも人気で大変賑わって
いました。スキーヤー・ボーダーの６０％以上は外

吉田一誠
名古屋 YMCA の学童キャンプにウオーカソンから
30 万円の支援金がいただけるということで、守山の
名古屋国際学園で行われた贈呈式に 11 月 2 日 YMCA
の藤本さん、東海クラブの柴田さんとともに出席し
ました。
ウオーカソンは Walk(歩く）とマラソンを組み合
わせた造語で、世界中で広く行われているチャリテ
ィーイベントです。参加者が歩く距離をもとにして
寄付を集めます。名古屋では在名の海外企業を中心
に日本企業やロータリークラブなどの協賛で行われ
ているようです。勉強不足で正確な説明ができず申
し訳ありません。
（これを機会に勉強します）
毎年集まる寄付金は 800 万円を超える額のようで
ほかにも多くの団体に支援金が贈呈されました。学
童キャンプには今後も継続的にご支援をいただける

ということです。大変ありがたいことです。贈呈式
の進捗、司会は学園の高校生によって日本語、英語
で行われましたが実に手際が良く、驚きました。

中心。後半は園児グループの園児によるキリスト生
誕劇です。子どもたちの真剣な演技にお父さん、お
母さん方も目を細めて観ていました。しかし撮影は
カーテンで閉め切った薄暗い場所で、フラッシュ無
し撮影です。なかなか条件良くありませんが。腕不
足はカメラの性能で補っています。

そ の

他

１． 今月の誕生日

贈呈式後、渉外開発室長 エリック オルソン
Kikuti 氏に学園をご案内いただきました。学園には
現在、高校生、中学生、小学生、幼稚園 37 の国か
ら併せて 500 名の生徒が在籍しているとのことでし
た。学園の始まりは 30 年ほど前にアメリカ人（三菱
重工などにロッキード社から派遣された人たち）の
子弟の教育のために設立されたとのことでしたが、
今の規模への広がりに日本のグローバル化の進展を
実感しました。先生も含めてまさに多国籍の人たち
の集団をマネジメントして学校として運営するのは
大変なことだとおもいます。規模の大きさと多様な
教育内容に目からうろこの体験をさせていただくこ
とができました。
不勉強なうえに時間切れで要領を得ない報告とな
り不本意ですが、ウオーカソンのこと、国際学園の
ことなどについて卓話などでうかがえる機会をぜひ
作りたいと思います。

神沢ＹＭＣＡクリスマス会

１月１７日（松原 好伽）
１月３０日（阿部ゆか子）

２．例会等出席状況

No.

氏

名

1

青木

哲史

2

阿部

一雄

3
4

荒川 恭次
遠藤恵美子

5
6

坂口 功祐
信田伊知郎

7
8

下村
高田

明子
士嗣

9

服部

庄三

10

早川

政人

11
12
13
14

坂野
松原
三井
吉田

清治
誠
秀和
一誠

計

１２月１６日（土）神沢ファミリーＹＭＣＡにて
子供たちのクリスマス会が開催されました。阪本園
長からは、入園式、卒園式、運動会等で写真撮影の
ご依頼があり、今回は坂野君をお誘いしての撮影と
なりました。前半は３歳児グループで先生のお話が

12
/
2
ク
リ
ス
マ
ス
例
会

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

12
/
19

12
/
23

通
常
例
会

Ｃ
キ
ャ
ロ
ル

○
○

○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
11

○
6

6

