
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際会長主題    「言葉より行動を」      IP Isaac Paiathinkal （インド） 

アジア地域会長主題 「未来を始めよう、今すぐに」    岡野泰和 （大阪土佐堀） 

西日本区理事主題  「響きあい、ともに歩む」       松本武彦 （大阪西クラブ） 

中部部長主題 「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう   大西博昭  （四日市クラブ） 

クラブ主題     「限りなき熱情を奉仕に」 

 

 

 

会長標語  ひとり一人の持ち味を活かして活発なクラブを 
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「クリスマス祝会」 

           ラ・スースANN 

12月第１例会  12月 14日（日）18：00～ 

 12月第 1例会はクリスマス祝会、ラ・スースの 

４階のチャペルで礼拝

を行い、松本会長からク

リスマスのメッセージ

を聞いた。「ロンドンで

YMCAが生まれ 170年、

ワイズメンズクラブが

アメリカのオハイオで発足して95年ほどたちます。

名古屋 YMCA は創立以来 112 年たちました。名古

屋 YMCA はここ十数年非常に苦難の時を迎えてい

ました。名古屋 YMCA を物心ともに支えてきたの

はワイズメンズクラブの存在とワイズメンの活動

であったと言っても過言ではありません。今後も名

古屋 YMCA にとってワイズメンズクラブは無くて

はならぬ大切な存在です。皆さんの支えがあっての

名古屋YMCAです。どうぞYMCAのサポートクラ

ブとしての活動をお願いします。ただ、今中心とな

って活動するワイズメンの高齢化は否定できませ

ん。今後 10年後、20年後のワイズメンズクラブは

存在しているのか、想像できません。ここに今、私

たちの抱える課題があります。私にはまだ先が見え

ておりません。」 

 会場を３階のホールに移し、祝会の開会です。 

長谷川君の司会でファ

ミリー、ゲストの紹介、

今年も遠藤、柴田、山田

ファミリーのコメット、

マゴメット、そして私の

家族も東海のクリスマ

ス初のお披露目です。毎年参加してくれた山田舞 

チャンは都合でこれませんでしたが妹とお母さん

が参加してくれました。例年ゲストで招いていた桜

花学園インターアクトの高校生は今年のチャリテ

ィーランに出られなかったので今年は名古屋イン

ターアクトの３名と野外のリ

ーダー３名がゲストです。イン

ターアクトの村瀬会長はサン

タ役とビンゴゲームの進行を

してくれ子どもたちに長靴のお菓子をプレゼント、

ビンゴゲーム心のこもった持ち寄りの景品と豪華 

会長メッセージ ⑥  

    会長 松本 勝               

2014~2015年度 会長主題 

「一人ひとりの持ち味を

活かして活発なクラブを」 

 あけましておめでとうございます。皆様、今年も 

宜しくお願い致します。今回はアピールです。 

 過ぎた半年を振り返ると、７月から１２月までイ 

ベントに追いまくられ、アッという間に半期が過ぎ 

てしまいました。新しい年を迎え、後半は少し腰を 

落ち着けてクラブの課題に全員で取り組みたいと 

思います。 

 課題として差し迫ったところでは、①先の評議員 

会で決まったEMC推進のための「中部２００」の 

委員選出とクラブとしての取り組みをどうするか。 

②DBC の次年度ホストは東海クラブということ

で、時期や内容についての検討が必要です。やや余

裕ありそうでないのが③２０１７年５月（クラブ 

年度では次々期）に迎える創立５０周年にどう取り

組むか。そして最大の課題は④高齢化が明らかにな

ってきた東海クラブ自身の今後のあり方と活性化 

について。（①とも関係します） 

 ２月の第１例会はタイムオブファーストで食事 

は抜きですが、こうした課題（他にもあるかもしれ

ません）について少し時間をかけて皆で話し合いを 

したいと思います。決められる事は決め、方向を出

せるものは出す、意義ある話し合いができればあり

がたいです。そしてタイムオブファーストの意義を

受け止め「食事が無ければ集まらない」というそし

りを受けないようにしたいと願い、祈っています。 

な景品に「ビンゴ！」の声も燃え上がります。 

村瀬さんの司会ぶりに野外のリーダーも感心しき

り、脱帽！！ 

「しゃけ」リーダー大野 

さんビンゴで「しゃけ」

を獲ったどー！！ 

これからしばらくは毎

日しゃけ弁当だ。 

（山村喜久・記） 

                                                 



東海だより 

 名古屋インターアクトクラブの村瀬美有です。 

 わたし達は高校生ボランティアで老人ホームで

歌を歌ったり、コスプレをして赤い羽根共同募金の 

呼びかけ、託児ボランティア、清掃ボランティア、 

チャリティーマラソンなどに積極的に参加してき

ました。 

 今年は名古屋インターアクトクラブの人数が少 

なくて困っていましたが友達や知人を紹介されだ 

いぶ大人数になりました。 

 12月 14日には、私を含む３人で東海ワイズメン 

ズクラブのクリスマス会に招待していただきまし 

た。そこでは、東海ワイズメンズクラブの方々が 

たくさんいらっしゃいました。楽しく食事をして 

そのあと私がサンタさんの格好をし、子どもたちに 

お菓子を配りました。喜んでくれたようでとても嬉 

しかったです。 

 次にビンゴ大会を私たちの司会で行いました。ビ 

ンゴ大会では沢山の人の前で司会をし、とても緊張 

しました。お菓子からマッサージ器などなど様々な 

プレゼントが用意されました。 

 この経験は、大人になってからも役にたつと思い 

ます。また機会がありましたら宜しくお願いします。 

 最後に私のお店、天ぷら割烹「井善」に美味しい 

天ぷらを食べに来てください。 

 本当にありがとうございました。 

（村瀬さんの家は熱田区の神宮前にあります） 

 

名古屋 YMCA大会で浅野猛雄君表彰！ 

 11月 29日（土）名古屋通信会館で開催された 

名古屋YMCA大会において会員永年継続の表彰 

があり、浅野猛雄君は 1953年４月の入会以来 60 

年を超え、壇上で表彰を受け感想を述べ、今後も 

一会員としての活動を続けると誓いました。 

  

 なお、11月 22日から開催された日本YMCA大 

会で青少年功労特別賞を受賞された野村秋博君に 

同賞が伝達された。名古屋YMCA大会については 

中部ホームページをご覧ください。 

中部 YYフォーラム 11月 29日（土） 

 山村喜久君が中部の YMCA サービス・ユース事

業主査として開催の企画をしていたYYフォーラム

は名古屋YMCA大会のプログラムとして実施した。 

「森が生きる勇気をくれた～自然の中の子育ての

大切さ～」と題してツリークライミングを利用した 

セラピーを実施しているジョン・ギャスライト氏を 

講師に招き講演を聞いた。 

  

 南山幼稚園園児の歌のオープニングで始まった講演

は流石講演やテレビコメンテーターとして活躍されて

いるギャスライト氏 YMCA との関わりを含めひきつ

ける面白さであったが、野外活動は話だけでは伝わら

ないところも多いのでリーダーに実地での指導を仰ぐ

ともっと有意義なものになると感じた。今後のリーダ

ー研修の内容に含める検討をお願いしたい。 

 

クリスマスキャロル in セントラルタワーズ 

 12月 23日（火・祝） 名駅前セントラルガーデン 

サンタと歌おうクリスマスキャロル、今年で 12 回を

迎えました。合唱の指導と指揮を初回から務められた 

橋爪メネット、伴奏の奉仕をしていただいている安井

正則氏、実行委員長の小尾さん（名古屋クラブ）ご苦

労様です。寒さの厳しい野外での演奏、今年はそれほ

ど風が強くなかったのが幸いでした。 

 今年のサンタは 94 名、オープニングは軽快なリズ

ムの曲ではじまり、讃美歌だけでなく歌う方も楽しそ

うでした。 

  

各クラブのワイズメンは会場の

設営、歌詞カードの配布など。 

特にプラザクラブは聖歌隊の

後ろで YMCA の幕をずっと保

持し陰の立役者。 
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お誕生日おめでとうございます 

 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・淳子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

      IBC・DBC 

「クラブ⇒部⇒区⇒エリアを超えた交流！国際組

織であるワイズの醍醐味です。IBC・DBC を通じ、

「出逢い⇒交わり⇒新（再）発見⇒自己研鑽」を体

験しましょう。」 

西日本区国際・交流事業主任 

川本龍資君（名古屋クラブ） 

 

１2 月第２例会報告 19 日（金）19：00～21：00

名古屋 YMCA 会議室出席９名 

①1 月第 1 例会（オークション） 

 1 月 9 日（金）18：45～ ラ・スース ANN 

 メンバースピーチ（ホンジュラス訪問記） 

②今後の予定： 

 クリスマスカードコンテスト表彰式：20 日（土） 

 クリスマスキャロル：23 日（火・祝） 

第３例会：26 日（金） 

南山クラブ：リーダーとの新年会１月 10 日 

 １月第２例会：１月 16 日（金）YMCA 

③第１例会クリスマス祝会の会計報告 

 会費収入：204,000 円⇒ラ・スースへ支払い  

 クラブ予算 60,000 円 支出 59,000 円 

 ビンゴ収入 46,500 円⇒特別会計へ 

④２月第１例会はタイムオブファーストの月 

 会場は YMCA 食事は無し 

⑤４月の第３回中部評議会・合同メネット会 

 ４月 26 日（土）金沢で開催される 

⑥次期会長の選出について 

 候補者指名委員会（会長・副会長・書記・会計・ 

 直前会長）で検討し、次のように指名 

 会長：山田英次君 副会長：遠藤彰一君 

 書記：八木武志君 一般会計：浅野猛雄君 

 特別会計：橋爪良和君 連絡主事：浅野麻琴君 
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Fund 

 

Point 

 

1 浅井 秀明 広義会員    

2 浅野 猛雄 ○ ○ ○ ○ ○   265 

3 浅野 麻琴 ○ ○  ○   

4 池野 輝昭 M  ○    

5 遠藤 彰一 ⑪   ○    784 

6 柴田洋治郎 ⑤ ○ ○ ○ ◎    265 

7 杉山 敏雄 ○      2,032 

8 鈴木 一弘 M ○      

9 鈴木 孝幸 M  ○    1,546 

10 野村 秋博 ○  ◎ ○ ◎  7,449 

11 橋爪 良和 ◎  ○ ○ ◎    762 

12 長谷川和宏 ○ ○ ○ ○ ○    646 

13 服部 敏久 M  ○    

14 深川 直 M   ○     922 

15 松本 勝 ◎ ○ ○ ◎ ○    265 

16 八木 武志 ○ ○ ○ ○ ○    392 

17 山田 英次 ⑧  ○      773 

18 山村 喜久 ⑤ ○ ○ ○ ③  1,916 

 メネット ６  １ 1 ４  

 ゲスト 27      

＊Fundpoint：ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 127 ｶﾎﾞﾁｬ 138＋切手（野村） 

◆2014～2015 年度クラブ役員 

会 長：松本 勝 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山村喜久 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：松本 勝 

YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘 

ＥＭＣ：山田英次・服部敏久  地域奉仕・環境：

野村秋博・池野輝昭 国際交流：長谷川和宏・鈴木

孝幸 国内交流：橋爪良和（奈良）・杉山敏雄（御

殿場）ブリテン編集：長谷川和宏・深川 直・八木

武志・浅野猛雄 根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・

杉山敏雄・八木武志 メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

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 YMCA サー

ビス・ユース事業主査：山村喜久

                                                 



      THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

                   （○印・必要事項を記入の上、早めにＦＡＸにて返送して下さい。） 

浅野麻琴 連絡主事さま        氏名                

東海ワイズメンズクラブ 

出欠連絡 

 メン メネット・コメット・

ゲスト等 

１．１月第１例会 

(オークション) 

1/9（金） 
ラ・スース 

18：45～ 

20：30 

 

□出席 

 □食事有 

  

□なし 

2．１月第 2 例会 
1/16（金） 
名古屋 YMCA 

19：00-～ 

□出席 

 

 

 

 

3．リーダーとの 

交流会 

1/10（土） 

19:00～八事・

GOKURAKU亭 

  

□出席 

 

 

 

 

 

  

   

ＦＡＸ送付先 ０５２－（９３２）－５５４１ 

      電話は０５２－９３２－３３６６です。 

例会は出席第一 

月に一度は例会に出席するよう心掛けましょう。 

第一例会に出られない時は、第二例会や他のクラブの例会、ＹＭＣＡの行事に参加する事

で出席に代える事（メークアップ）ができます。【ＥＭＣ委員会】 

 

以上よろしくお願いします     


