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２０１７年１月 

国 際 会 長 主 題 「私たちの未来は、今日から始まる」   

ア ジ ア 会 長 主 題 「ワイズ運動を尊重しよう」   

西 日本区 理事主 題 「ワイズ魂で更なるワイズの活性化を！」  

中 部 部 長 主 題 「出会い、ふれあい、響きあい、前へ進もう」  

ク ラ ブ 会 長 主 題 「楽しい集いを ＹＭＣＡと共に」 

会 長  杉山 弘時   副 会 長  深尾 俊雄    書 記  荒川 文門 

会 計  森本 征夫   直前会長  都築 正和    連絡主事  東田 美保 

 

１２月報告 在籍９名 
第１例会出席 第２例会出席 メークアップ 出 席 率 

９名 ９名 ０名 １００％ 

第一例会 

新年会「新年の抱負を語る」 

日 時：１月 12 日(木) 19：00～21：00 

場 所：杁中「魚民」   Tel 052-835-2488   

地下鉄杁中駅 ２番出口横 

会 費： 2,000 円～3,000 円 

担 当：森本  

恒例の新年会で、一年の抱負を語り合います。過ぎ

た一年を振り返ると、どれだけ実行、完成できたかい

ささか疑問ではありますが、今年も懲りずに抱負を披

露しましょう。出欠は担当まで、5 日までにお願いし

ます。     

 

第ニ例会 

日 時：1月 19 日（木）19:00～     

場 所：南山ＹＭＣＡ 

議 事：1．2月例会について 

    2. 下半期プログラムの確認  

    3．次期役員案 

 4．その他             

今月の聖句  

「光りの子として歩みなさい。」 

 エフェソ 5：8 

  

１月例会案内 

 

 

新年を迎えて             杉山 弘時 

 2017 年がスタートしました。皆さん新たな気持ちで 

新年を迎えられたことと思います。７月がスタートの

ワイズでは前期が終わりました。前期を振り返ってみ

ると、基本的な例会は例年とほぼ同様なプログラムを

展開し、昨年同様出席率は１００％を継続し続けるこ

とができました。一方ここ数年力を注いでいる南山農

場の整備は着実に成果を上げ、南山幼稚園を始めとす

る子供達の野外活動の場として定着してきました。６

月までの残り６ケ月、前期に比べ比較的特別なプログ

ラムが少ない傾向も例年通りですが、今後のクラブの

方向を見出していく努力を重ね、次期会長にバトンを

渡したいものです。 

 個人としての今年の一字は「想」です。昨年は「順」

という字を選びました。周りの声に耳を傾け、独りよ

がりな行動を慎もうと心掛けましたが、結果はどうも

今ひとつ。そんな反省を胸に、周りの声に耳を傾け、

人との出会い、繋がりを大切にし、つい思い込みで行

動することを慎み、自分の廻りにいろいろ想いをよせ

て過ごしたいと思います。よろしくお願いします。 
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易い作物の栽培に向けて栽培計画を立て今年こそ黒字

化していきます。皆様も協力をしてください。予約受

け付けます。是非宜しく。 

       「喜」         都築正和        

 昨年の一年の計は「あまり欲張らず、無欲でのんび

りと」と記憶していますが夫婦の欲は留まることを知

らず人生で 2 度目の大きな買い物をしてしまいまし

た、長女の就職・次女の幼稚園教諭内定・三女の留学

生活二年目青春を謳歌している様子で我が家は少々浮

かれ気味ではなかったかと思っていますしかし乍ら三

人それぞれ自らの目標に向かって進んでいるようで転

居した家で本年もワイワイガヤガヤ「喜」を感じたい

と思っています。幸いにして昨年心配していた体調も

すっかり良くなり体力の衰えは多少見えてきたものの

気力は充実今年一年仕事に趣味にワイズ活動に励んで

いくつもりです。 

「謹賀新年」      森本 征夫 

 新しい年を迎えられたこととお慶び申し上げます。 

併せて皆様方のご健勝、ご多幸をお祈り申し上げます。 

さて、唐突ながら小生のようなアナログ人間は時代

の流れに取り残された思いを強くいたしております。  

ところが過日雑誌で「人類が利用してきた最も古い

接着剤の一つはアスファルトだという。この最古の接

着剤を先駆けて使っていたとみたれるのが縄文人だと

いう。アスファルトでやじりを柄に固定したり、釣り

針に糸を結んだ部分を補強したり、土器の割れを補修

したりもしていた。」という記事を目にし、アナログ人

間も満更捨てたものではないとの思いに駆られていま

す。スマフォ、ポケＧＯ、私には分かりません。次々

と新しいことを習得することも結構ですが「温故知新」

という言葉や「勘と経験」も常に忘れないようにした

いものです。本年もご厚誼の程お願い申し上げます。 

「2017 年の抱負」       東田 美保 

2017 年の 1文字。いろいろと考えましたが「これ！」 

というのが思い浮かびません。私が南山に戻ってきて

3 年が経ち、年少で入ってきた子どもたちがこの 3 月

に卒園します。子どもたちの成長には本当に目を見張

るものがあります。私の方はというと成長ができたの

かどうか。でも子どもたちと仲間と、そしてＹＭＣＡ

に連なる多くの方と歩んでいけることは本当に幸せな

ことです。2017 年も「前」をむいて「進」みたいと思

います。よろしくお願い致します。 

「新年の抱負」      浅井 昭和 

 第ニの人生を卒業して、第三の人生に入ってきたと

感じます。無我夢中で子育てをしました。すべての子

供が結婚して、ノルマの孫各３名も達成できそうで

す。いろいろな事情で出来なかった事が、満足できる

まで完了しました。これからは体力（筋力）が必要に

なります。形には残らない自分みがきに時間をかけ、

スポーツジムに通い、自宅にて鉄棒を作ったので、朝

晩のケンスイ 50 回を目標に毎日をすごします。 

「新年を迎えて」      荒川 文門 

昨年度の年頭所感は、一年かけてこれまでの人生を

振りかえり、新しい生き方を作りだす、と言うことで

したが、あまりにもこれまでの「しがらみ」が多すぎ

中々断ち切れませんでした。あまり大した会でも無い

のに誘われるとつい参加してしまい、こんな会出るの

ではなかった、という思いを多くしました。静かな老

後を過ごすには不必要なしがらみかも知れません。今

年ももう一年そんな一年を送り、自分自身のしっかり

した老後のために勉強できる環境を作って行きたい

と考えています。読書と山歩き、好きな音楽に耳を傾

ける、そして忘れない程度に英語に親しむ、そんなこ

とが思い立った時すぐできる環境と体力を充実させ

たいものです。 

「続」      小林 滋記 

昨年は「歩」として歩くことを目標に掲げました。 

春には桜の河原を歩き、初夏には紫陽花と夏までは何

とか続いていましたが、夏になると熱中症になっては

とすっかり忘れてしまい秋にはこれではと萩の寺や

紅葉へと。これでは脚力増強とはいかず現状維持まで

行けたかなと言うところ。今年も新しい目標は作らず

継続して行こうと「続」としました。12 月になり寒い

ので風邪を引いてはと家にこもりがち、最後くらいは

と思っています。 

「２９年の抱負」     近藤 豊 

明けましておめでとうございます。 

早くもので、ワイズメンズクラブに入会したのは４０

年前でした。年も取るのも早くなる一方、そろそろ健

康に注意しなければならない年になりました。今年

は、体力を維持できる様に、またストレスの無い行動

に心がけたいと思います。好きなことは、積極的に嫌

なことは出来るだけ省き、今までの趣味を生かしてい

きます。又、農業は栽培作物の限定化を図り、販売し 
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１２月第一例会報告 

日 時：12 月 3 日（土） 18:00～21:00 

場 所：クレストンホテル 

出 席：浅井、荒川、小林、近藤、杉山、都築、深尾、

森本、東田 

ゲスト：山本 

12 月第一例会は、初めての試みの名古屋４ワイズ

合同のクリスマスでした。これまで特別合同例会とし

て新年会は何度か持ったことはありましたが、第一例

会として合同の例会を持ったことはありませんでし

た。今回各クラブよりの委員を出し、用意周到なクリ

スマス例会が持てたことは、名古屋のワイズの新しい

第一歩と言えるかもしれません。特に若いリーダー、

スタッフ等を招待しオールＹＭＣＡ的な要素を持ち、

また西日本区Ｙサ事業主任も出席され、ＹＭＣＡサー

ビス要素もあり盛り沢山の例会でした。 

色々な要素を詰め込んだ分少しいつもの家庭的な

ゆったりとしたクリスマスとは違った雰囲気でした

が、それはやむを得ないことと思います。こじんまり

した温かなクリスマスを取るか、若いリーダーへの感

謝、期待を取り交流を深めるのを大切にするか、は一

長一短であり、今後もう一度考えてみる必要があろう

かと思います。 

クリスマス礼拝をホテルの教会で行い、いつもとは

違うクリスマスでした。祝会は、杉山会長が司会を担

当され和やかな良い会でした。リーダー諸君のエンタ

ーテインメントもあり、プレゼント交換もありで楽し

い会でした。全体として 100 名弱の出席でした。 

 

 

１１月第ニ例会報告 

日 時：12 月 15 日（木） 19:00～ 

場 所：南山ＹＭＣＡ 

 出 席：浅井、荒川、小林、近藤、杉山、都築、深尾、

森本、東田 

1.1 月新年会について 

2.中部評議会、ＥＭＣシンポジューム報告 

3.南山幼稚園主催コンサート報告  

4.1 月からの下半期の活動について 

   

クリスマスキャロル報告 

 12 月 23 日（祝）名古屋駅前セントラルタワー前の

広場で恒例のクリスマスキャロルが行われました。 

開会直前にしぐれ気味のちょっと雨が降り始めどう

なることかと心配しましたが、大雨にはならず傘の必

要もない位で何とか終りまで行けました。今までとは

少し趣の変わったキャロルで、指揮も伴奏、演奏も変

わり乗りのいい雰囲気で、雨の中乗りのいい曲作りで

聴いている方々も楽しそうでした。 

 近藤君の働きが目覚ましく、音源、光源の調整を一

手に仕切り、16 時頃の設定開始の時間にはもう来場

していて働いていました。電気のプロとは言え、手際

良さは南山クラブの誇りでした。例年より南山クラブ

の来場も多く寒い中、プラカード持ち、ビラ配りなど

でお手伝いをしました。 

出席： 荒川、小林、近藤、杉山、都築、東田 

 

南山幼稚園主催コンサート 

11 月 26 日（土）南山幼稚園主催のコンサートが開

催されました。今回は南山幼稚園の父母会が中心とな

って計画されたもので、昨年のワイズ主催のものとは

異なり、出演者交渉からプログラムなどの詳細まで南

山幼稚園主催ということでした。会は二部に分かれ、

一部では子供たちを中心とした子供たちがよく知っ

ている曲ばかりで静かに聴くと言うよりは一緒に歌

いだしてしまいとてもほほえましい光景でした。第二

部では、大人を中心とした歌曲であり、よく知ってい

る曲も生で声量たっぷりのコンサートになると違っ

た曲に聞こえ大盛会でした。全体として 140 名程の参

加がありました。 

出席： 荒川 

 

 

 

 

今月は３ページです。 

例会出席表は次月に掲載します。 


