
 

 

西日本区ホームページ・http://www.ys-west.or.jp/ 

西日本区中部ホームページ・http://www.ys-chubu.jp/ 

２０１５年１月号 
「主題」 

 国際会長          ：言葉より行動を 

 アジア地域会長    ：未来を始めよう、今すぐに 

西日本区理事      ：「響きあい、ともに歩む To walk together,echoing each other」 

-こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく- 

中部部長          ：「将来を見つめたワイズ活動!」を今やってみよう! 

 プラザクラブ会長  ：「継続するクラブ活動を進めよう!」 

  強調月間・活動  ：【IBC DBC・クラブ→部→区→エリアを越えた交流! 国際組織であるワイズの醍醐味

です。IBC・DBCを通じ、「出会い→交わり→新(再)発見→自己研修」を体験しましょう。】 

１月例会および今後の予定案内             １２月例会およびその他活動報告      (敬称略) 

【１月第１（新年）例会】 

日時：１月１０日(土)・１８：３０－ 

場所：居酒屋 みなと 

費用：４０００円／人 

【１月第２例会】 

日時：１月２２(木)・１８：４５－ 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

内容：次月例会の打ち合わせ 

出席義務者：役員（後藤・櫛田・鈴木） 

      ２月担当者（鈴木・島崎） 

      ３月担当者（高田・小澤） 

【今後の予定】 

1.２月１例会 

日時：２月１２日（木）・１８：４５－  

場所：ＹＭＣＡかみさわ保育園 

   名古屋市緑区神沢2-831 ＴＥＬ052-879-6222 

 内容：保育園見学 

備考：お年玉あたり年賀はがき持参のこと 

2.２月第２例会 

 日時：２月２６日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

3.第１８回西日本区大会 

 日時：６月１３日(土)～１４日（日） 

 場所：ハイアットリージェンシー大阪 

 費用：第１次申込(1/10-3/31) ２０，０００円／人 

    第２次申込(4/1-5/15)  ２２，０００円／人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役  員 会 員 氏 名 出  席  者 

１ ２ ①②③④⑤⑥⑦ 

 大島 孝三郎 〇 〇  ○〇○ 

 小澤 幸男 〇   ○○ 

書記 櫛田 守隆 〇 〇 ○○○○ 

会長 後藤 猛 〇 〇 ○○○○ 

 島崎 正剛 〇 〇 ○○○○ 

会計 鈴木 誉三 〇 〇  ○○○ 

 高田 廣 〇 〇  ○○ 

連絡主事 西野 真希 〇 〇  ○ ○ 

ゲスト 中村 隆 〇   

 万福寺 昭美 〇   

 東田 美保 〇   

     

     

諸活動 ①中部評議会・ＥＭＣ推進委員会 11/29 

②名古屋ＹＭＣＡ大会・懇親会 11/29 

③老人ホームへの音楽慰問 12/21 

④クリスマスキャロル 12/23 

 

 

出席率(％) 100.0 

クラブファンド(円) ・当月／累計 7000    39000 

2月号寄稿者・鈴木 (1600-2000字程度) 

3月号・島崎/4月号・高田/5月号・大島 / 6月号・後藤   

 

【2014-15年度クラブ役員】メネット連絡員・後藤猛/副会長.YMCAサービス・小澤幸男/ブリテン委員長・櫛田守隆/EMC.BF.EF.JWF.メール

委員・大島孝三郎/広報事業・鈴木誉三 /IBC.YEEP・島崎正剛/CS.TOP・高田廣/連絡主事・西野真希   
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12月第 1(クリスマス)例会報告 

日時:12月13日(土)・18:30-21:00 

場所:ケンボー 

1.連絡事項・後藤 

 12月・1月の行事予定を確認 

2.連絡事項・櫛田 

(1)配布したクラブ解散届(案)および(クラブ解散後の

諸事項)同意書について意見あるいは字句訂正などが

あれば、12月第2例会前日までに連絡のこと。 

(2)「クラブ解散届」2 通(西日本区理事、中部部長宛)

に全会員同意の確認印を押すため、25日の第2例会に

各自認印を持参願います。 

 (3)会長は1月29日(木)開催のワイズ連絡会でクラブ解

散を発表する。 

3.懇親会 

 中村総主事、万福寺さん、東田さんをゲストにお迎え

してプラザクラブ最後のクリスマス会を行う。解散が

徐々に現実になると一抹の寂しさを覚えるのか、あの

時は・・・などと懐かしい思い出話が聞こえて来る。

終了は予定時間を過ぎていた。 

 

 

12月第 2例会報告 

日時:12月25日(木)・18:45-19:30 

場所:名古屋YMCA会議室 

1.解散届に捺印 

 西日本区理事長、中部部長 2通の解散届 5項「クラブ

員の同意欄」に捺印、欠席者は 1月第 1例会に行う。

後藤会長は、全員捺印した解散届をコピーした控を保

管し、本文は理事長、中部部長宛に郵送、また1月29

日のワイズ連絡会の席でクラブ解散届を両氏に発送し

たことを報告する。 

2.連絡事項・後藤 

 (1)1月第1例会(1面参照) 

 (2)2月第1例会 

 YMCAかみさわ保育園で開催、西野さんは保育園までの

案内図を1月第1例会に持参する。 

 (3)ワイズ連絡会 

 後藤会長はプラザクラブが2015年6月30日をもって

解散することを報告する。 

 (4)西日本区大会開催(1面参照) 

 3月第1例会までに参加者を確認する。 

3.プラザ残余財産の処理・櫛田 

(1)個人が保管しているもの 

鈴木・過去の資料(予算書・決算書など)、月報、記念

誌、写真集、ワッペンなど段ボール 5箱分。 

 島崎・冊子、記念誌、写真集  

 櫛田・月報、釣り道具 

 以上、個人の裁量で処分願います。ただし、個人が特

定できるようなものは慎重に処理してください。 

(2)処理費が必要な方は申し出ること。 

 (3)個々が持っているロースターは名古屋 YMCA に持ち

寄り、所定の場所(㈱洛陽)にまとめて発送する。 

4.YMCA連絡・西野 

 年末年始のお休み・12月30日-1月5日  

 

11月 29日土曜日の 1日 

中部評議会 

 各クラブ会長、主査など 20人余が集まり、名古屋通信

ビルで午前 11 時から開催された。議題は中部 EMC200

推進委員会の運営や諸報告などがなされた。 

EMC推進委員会 

 引き続き EMC推進委員会が行われ、活発に意見が交わ

された。 

 

第1回名古屋YMCA大会 

第1部 

 開会礼拝は讃美歌、聖書朗読に西村牧師の説教で始

まる。中村総主事挨拶および事業報告、わがクラブの大

島さんも20年の表彰を受けた永年会員表彰式、ユースボ

ランティア認証式が行われた。 
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第2部 

子どもたちのうた 

 南山幼稚園の園児たちが元気に歌ってくれました。 

     

基調講演はジョン・ギャスライト氏、ツリークライミ

ングを通して感じてきた、自然の素晴らしさを熱心に伝

える。 

第3部 
 名古屋クラブの渡辺さん、グランパスクラブの服部さ

んの演奏で Let’s sing songs!に、会員活動発表、特別

表彰、最後に会長がバナーを掲げて、中部のワイズメン

ズ9クラブの紹介が行われた。 

 

      

会場を浩養園に移し 6 時 45 分から懇親会が始まり、

YMCAのスタッフ、リーダーやワイズのメンバーたちがそ

こここに輪を作り楽しく歓談した。 

 

 

老人ホームでクリスマス会 

 わがクラブは 6月21日、瑞穂区雁道町の老人ホーム施

設「アミーユ高辻」にパイプオルガンを運び込み、「青い

山脈」など演奏して入居者の年寄やその家族たちを喜ば

せた。この施設には 12月に5年続けての恒例行事、今年

はインターアクトの子どもたち 9人がオルガンの荷下ろ

しを手伝ったり、クリスマス曲を聴かせてくれたりした。 

 

稲場さんは、手拍子や軽妙なステップで会場に集まっ

たお年寄りたち 30余人を楽しませる。小澤さんも習った

ばっかりと言い訳をしながらの演奏に、ハラハラさせら

れる。最後は、いつものようにみんなの手拍子で「燃え

よドラゴンズ」を賑やかに演奏して終わる 

 

 プラザのメンバーは昔の曲を聴きながら懐かしんでい

る。施設のスタッフから「さぁ、お部屋に行こうね」と
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促されそう。クリスマス会は 1時間で終わった。   

 

 

クリスマスキャロル 

年末恒例の YMCAクリスマスキャロルは 12月23日、名

古屋駅JRタワーズガーデンで開かれた。コンサートは安

井正規氏の電子オルガンの演奏に続き、公募で集まった

一般市民の合唱団 94人がサンタクロース姿で、橋爪圭子

氏の指揮のもと「もろびとこぞりて」などを歌う。 

午後5時半に集合したメンバーは、観客の勧誘に歌詞

集を配布し、6時・7時の公演の時は、合唱団の後方での

ぼりを支えたり、合唱隊のみなさんの持ち物を監視した

りする役目、寒い、シャツを1枚余分に着て地下鉄の中

では汗がにじんだが、寒い。終わったら熱燗をぐっと一

杯を楽しみに、我慢、我慢。 

     

  
コンサート最後の 15分は、配った歌詞集の「きよしこの

夜」など 3曲を観客のみなさんと歌い、合唱団一斉の「メ

リー・クリスマス」の発声で 7時 45分に終了した。 

      
  

聖書の言葉 

【あすのための心配は無用です。あすのことはあすが心

配します。労苦はその日、その日に、十分あります。(マ

タイの福音書6章34節)】 

【『今日を神に生かされた者として精一杯生きる』】 

【6 年前、同期入社の親友が、肺がん手術直後の高校同

期生を見舞い、雑談で聞かされた初期症状が今の自分の

体調に似ていたため、病院で検査したところ肺がんだっ

た。肺を三分の一切除して無事退院しました、との手紙

が届いた。「ふと見舞った友達との話から、風邪が長引い

ていると思っていた空咳が肺がんだったとは、「私は縁起

によって生かされています」と綴ってあった。】 

 

Ｚｏｏｍ・2014年、拙い川柳で締める 

1月・籾井氏は 右にまわって ワンといい 

NHK新任会長、政府が右と言えば左とは言えない 

2月・ソッチ向けて 滑って飛んで メダル8   

 ソチオリンピック開催、金 1銀 4銅 3でした 

3月・ゴーストが 世に現れて 譜に落ちぬ    

 日本のベートーベン、ゴーストライターに恨み節 

4月・税上がる 多少買い込み 気を晴らす 

 消費税が 5%から8%に上がる 

5月・八十二 誰が言ったか 爺世代 

 維新の会が分党 82歳の石原氏、平沼氏らと新党設立 

6月・キンメとは 鯛の仲間で 煮付け良し 

汚染物貯蔵所建設に石原環境相は、最後は金目(カネメ) 

7月・号泣で 他の地の不正も あぶり出し 

 兵庫県議が不明瞭支出で号泣会見 

8月・温暖化 進んだ日本 亜熱帯 

 東京の代々木公園で蚊に刺され 3人がデング熱に感染 

9月・札刷って 量的緩和と 言い換える 

 日銀は8月末の資金供給量が過去最高と発表 

10月・北大生 大志抱けを 勘違い 

 「イスラム国」に参加しようと北大生が渡航を企てる 

11月・うちわもめ 起きない前に 即解散 

安倍首相は 21日、衆議院解散総選挙を宣言する 

12月・ＳＴＡＰの Ａが変異し Ｏとなる 

理研は再現出来ずと検証実験を中止する 


