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「クリスマス祝会」 名古屋出雲殿 

12 月第１例会 12 月 9 日（日） 

 12 月第１例会（クリスマス祝会） 出雲殿５階 

第１部礼拝 司会:浅野猛雄君  奏楽:橋爪圭子さん 

  讃美歌 109 番 聖書マタイによる福音書１章

18～25 節  祈祷 松本 勝君 

  メッセージ 鈴木一弘会長  讃美歌 111 番 

第２部祝会 司会：伊藤貴久君 

  開会宣言・点鐘・ワイズソング・ゲスト紹介・

メンバー自己アピール・食前感謝 野村秋博君 

  乾杯 橋爪良和君   ＜会食・歓談＞ 

 皆で楽しくビンゴゲーム 進行：鈴木孝幸君 

 アシスタントは山田 舞さん、みさきさん姉妹 

  ビンゴ一番ヒットは橋爪圭子メネット 

サンタさんの登場 今年は「東海の郷ひろみ」 

 閉会宣言・点鐘 

出席：メン 15 メネット 8 ｺﾒｯﾄ＆ﾏｺﾞﾒｯﾄ 14 

    ゲスト桜花学園河合先生他 7 合計 45 

「ハプニング続きのクリスマス祝会」 

クリスマス祝会の当日は忙しい一日でした。尾張

旭へ私用の帰り、名古屋インターチェンジ近くで東

田さんから「野外のプログラムでアクシデントがあ 

ったからこれから春日井まで行かなくてはならな

いので、プログラム等を代官町に取りにきてほし

い」との事で YMCA へ向かう。東田さんから荷物

を受け取り、家に帰り着替えをし、地下鉄で名駅に 

向かう途中、久屋大通り駅に着いたら鈴木会長から 

「ラ・スースでバナーとベルを取ってきてほしい」 

との電話で、急いで下車、バナーを受け取り運良く 

信号待ちの空車のタクシーに飛び乗り出雲殿へ。 

第１部礼拝の

司会は私が東

田さんの代役、

祈祷も松本さ

んが代役、クリスマスメッセージで鈴木会長はマタ

イの福音書５章の「平和を

創り出す人たちは幸いで

ある」との箇所を引用し、

東日本大震災の支援活動

について「見たことを忘れ

ない。伝えていこう」と話

された。 

会長メッセージ ⑦  

   会長  鈴木一弘               

  

 

007（ボンド）シリーズが生誕 

50 周年、第 17 作「ゴールデンアイ」（1995 年）に 

は、ヤヌス（Janus：顔が前と後ろにある神）との 

名の秘密結社が登場していた。January（１月）は、 

この神に由来があるそうだ。 

 秋から冬にかけて、西日本区や中部、YMCA で 

イベントが続く中、メンそしてメネットの皆さまの 

八面六臂の働きには、ただ頭が下がるばかり、私の 

会長としての半期も、クラブの仲間・先輩との役割 

の分担と支えがあってのことと感謝に尽きない。 

 活動が少し落ち着いた今の時期だからこそ、次年

度に向けて、ワイズ活動とは何か、活動や役職が 

無理を強いることはないか、を考えたいとも思う。 

 国内外で大きな選挙が続いたが、今回の自民党圧

勝、前回の政権交代や郵政選挙と、日本のナショナ 

ル・スイング（民意の揺れ幅）の大きさに驚くばか

りだ。また、米大統領選挙を制するにはスイング・

ステート（揺れ動く州）がカギとなるという。 

 誰しもがワイズに所属すること、続けることに 

心が揺れることもある。仕事や家庭、様々な顔・立

場をもっても、無理をしない関わり、楽しいと思え

る工夫が、何かできないか、と考えるこの頃である。 

 

 

 第２部が伊藤君の司会で始まり、乾杯の音頭は橋 

爪君が代役、「私の東海クラブのクリスマスは 34 回 

目、歴史と伝統あるクラブ」と力強く皆で乾杯。 

 ところが、困ったことにコメットの人数と用意し

た長靴のお菓子の数が合わない。急いで長谷川君に 

買いに走ってもらうことに。幸い必要な分を確保し 

たが大きさが違うので子どもたちに欲しいものを

選んでもらうことにする。ビンゴゲームは鈴木孝幸 

君の進行で、杉山コメットは目玉賞品の天体望遠鏡 

をゲットか？それぞれの家族に均等に当った様だ。 

最後にサンタさんの登場、子どもたち全員に長靴の 

お菓子をプレゼント、子どもたちに楽しいひととき

となったことでしょう。   （浅野猛雄・記） 

PS 名古屋駅で忘れ物に気づき出雲殿に戻る破目

に、最後まで忙しい一日でした。 
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12 月第２例会報告 21 日（金）19：00～20：00 

名古屋ＹＭＣＡ 出席：11 名 阿部ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽ会長 

11～12 月に行われた行事の報告の後    

①今後の 12 月の予定： 

・第 36 回平和の使者クリスマスカードコンテスト 

  表彰式：12 月 22 日（土）14：00～ 

 「東海クラブ賞」久保薗希晃君・長谷川敦美さん 

  応募総数：1755 点入選 410 特選 205（特賞 18） 

  作品の展示：19～25 日栄ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ市民ｷﾞｬﾗﾘｰ 

・第 10 回クリスマスキャロル in JR ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｽﾞ 

  12 月 23 日（日・祝）18：00～19：30 

②１月の予定 

・第１例会：１月 11 日（金）18：45～20：30 

ラ・スースＡＮＮ 担当：長谷川和宏君 

「世界連邦運動と YMCA・ワイズメンズクラ 

 

ブ」  

講師：平口哲夫氏（金沢医科大学名誉教授・ 

次期中部部長・金沢犀川クラブ） 

・第２例会：１月 18 日（金）19：00～YMCA 

③リーダーと共に新年会：１月 13 日（日）19：00 

 八事 GOKURAKU 亭 会費 4,000 円（南山ク） 

④ＣＳ資金（年賀切手） 

 １月の抽選発表後寄付できる枚数を担当の松本

君または東田さんへ連絡。西日本区へ２月 15 日

までに送金（クラブ会計で立替える） 

⑤次期会長の指名 

次期役員選考委員の鈴木会長・柴田直前会長より 

 次期会長に山村喜久君を候補とすると発表。 

 山村君が内諾しているとのことで次期会長に決

定した。 次期中部主査には平口次期中部部長か

ら要請があり、地域奉仕・環境主査に鈴木一弘君

を推薦することにした。 

⑦２月第１例会：２月８日 担当は遠藤君・杉山君・ 

 鈴木孝君、名古屋グランパスクラブと合同でプロ 

 グラムはオークションを予定。＜３階の会議室＞ 

 ＴＯＦの月のため食事はなし。グランパスクラブ 

 阿部会長が出席し合同例会の提案があり受諾。 

⑧ＹＹＹフォーラム：３月 20 日（水・祝）予定 

⑨西日本区名古屋大会での役割： 

 会場委員会の長谷川君から東海はメネットアワ

ーの会場を中心に担当し、その他能楽堂の設営、 

 会場移動の誘導・案内などを担当するとの報告。 

＜例会後、忘年会を兼ねて新栄「笑門」で懇親会＞ 

平和の使者クリスマスカードコンテスト 

 第 36 回を迎える平和の使者クリスマスカードコ

ンテストは 11 月まで募集をして、12 月８日（土）

の審査会は瀬間先生を初め４人の先生方が午前 10

時から午後２時まで担当スタッフ東田さん、西野さ

ん、加藤総主事と愛知・岐阜・

三重などからの応募総数 1755

点（内ソウルＹ275）の作品の

中から入選 410、特選 205（内

特賞 18）を選んだ。「東海ワイ

ズメンズクラブ賞」は久保薗希晃＜ノア＞君（年

長・西区呉竹幼稚園）と長谷川敦美さん（高 1・津

市ヒーロー伊藤スタジオ美術研究所）に決まった。 

 作品の展示は 19 日（水）～25 日（火）、栄セン

トラルパークの市民情報ギャラリー（地下鉄久屋大

通り駅北側上）で 205 点の作品が展示された。 

 表彰式は 12 月 22 日（土）午後２時から YMCA

で審査委員の瀬間高角先生、高澤信俊先生初め多く

の受賞者・保護者と共に鈴木一弘東海クラブ会長な

どが参加して行われ、「東海ワイズメンズクラブ賞」

が鈴木会長から授与された。 

   

展示会場と東海ワイズメンズクラブ賞 インターアクト OB 

「山里古民家体験」から６年 

「インターアクトクラブＯＢ会 2012」 

 ７年前、山村古民家体験が始まった初期に参加し

たインターアクトクラブの面々が６年の時を経て、 

再び中津川の山村に集まった。積極的だったあの時 

の高校生は今や社会人としてしっかりと歩んでい

た。めざましい成長ぶりに驚かされ、彼らの前向き

な姿勢に逆に私達が学ばされた。 

名古屋インターアクトクラブは久々にメンバー

が増え、今春には現役高校生とＯＢメンバーの交流

会・支援の会を計画しているという。 

東海クラブはインターアクトクラブやユース・リ

ーダーに声をかけ、積極的にその活動とその母体組

織の支援を今こそ続けよう。（長谷川和宏・記）
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  1 月 20 日  菅沼東平君 

 メネット  1 月 15 日   浅野美也子さん 

       １月 18 日  浅井ニコレットさん 

       １月 18 日  服部正子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 1 月 31 日  松本 勝君・淳子さん夫妻 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

 IBC・DBCです 

「ＩＢＣ・ＤＢＣは交流が広がるツールです。ワイ

ズの楽しさを最大限感じるために無締結クラブを

なくしましょう。」 

西日本区交流事業主任 

      石田由美子さん（宝塚クラブ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇名古屋 YMCA の設立趣意書（1901）には「社会 

の現状を観察し来れば青年会の必要は多言を要せ

ずして明なり 青年学生間の伝道の如き 信徒の

協同的運動の如き 社会教育の如き一に青年会の

任務経営に待つべきものにあらずや 殊に青年学

生間の伝道に至りては真に刻下焦眉の問題也 方

今風教道徳の人心を支持するものなく到る処 青

年壮者の堕落 少なくとも彼等に確然たる主義な

く高潔なる志望なきの嘆声を耳にす 誠に是れ邦

家の憂患にあらずや ・・・」「名古屋の青年信徒 

が一致団結以て天下の同志と相提携呼応すべきの 

秋にあらずや ・・・」（名古屋 YMCA60 年史） 

とあります。翌 1902 年１月 15 日に組織会が開かれ

名古屋 YMCA が設立されました。 

◇2013 年１月 15 日は創立 111 年にあたります。 

     （八木武志・記） 

 会費納入のお願い 

  会費（月額） 7,000 円  （年額） 84,000 円 

  一般会計 振込銀行口座 

   三菱東京ＵＦＪ銀行鳴子（なるこ）支店 

   普通３５４２６１０ 

   口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ 
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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○  ○   

3 伊藤 貴久 ③   ◎  10,000 

4 遠藤 彰一 ⑩      

5 柴田洋治郎 ◎ ○  ◎   

6 菅沼 東平       

7 杉山 敏雄 ③ ○     7,000 

8 鈴木 一弘 ◎ ○ ○     

9 鈴木 孝幸 ○      

10 鈴木 浩之       

11 野村 秋博 ◎   ◎    

12 橋爪 良和 ◎   ◎   

13 長谷川和宏 ○ ○  ○   

14 服部 敏久  ○     

15 東田 美保 Ｍ ○ ○    

16 深川 直 ○ ○      

17 松本 勝 ◎ ○  ◎   

18 八木 武志 ○ ○ ○ ○   

19 山田 英次 ⑥       

20 山村 喜久 ③ ○     

◆2012～2013 年度クラブ役員 

会 長：鈴木一弘 副会長：山村喜久 書記：八木

武志 直前会長：柴田洋治郎 一般会計：深川 直 

特別会計：鈴木浩之（浅野猛雄） 会計監査：浅野

猛雄 連絡主事：東田美保 メール委員：鈴木一弘 

YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・伊藤貴久 

ＥＭＣ：浅野猛雄・山田英次  地域奉仕・環境：

松本 勝・服部敏久  交流：野村秋博・橋爪良和・

鈴木孝幸  ファンド：山村喜久・遠藤彰一 

広報・ブリテン編集：菅沼東平・深川 直・八木武

志  （発送）：浅野猛雄：長谷川和宏 

根の上担当：山村喜久・杉山敏雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区役員・委員・中部役員 

メネット事業主任：野村靖子 メネット書記：松本

淳子 メネット会計：杉山由香里  ワイズメンズ

ワールド編集委員長：野村秋博  区組織検討安全

対策委員：鈴木孝幸  中部直前部長：長谷川和宏 

中部ＥＭＣ事業主査：松本 勝

                                                 


