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「名古屋地区 4クラブ合同クリスマス

祝会」  名古屋クレストンホテル 

12月第１例会 12月 3日（土）18：00～20：30 

 名古屋地区4クラブが合同でクリスマス祝会をも

つのは初めての試みで、従来各クラブでユースリー

ダーを招待していたが一つのクラブでは招待する

リーダーが限られていた。名古屋 YMCA に連なる

リーダーとワイズメンが親しく語り合う場を提供

し、お互いの活動を共有できる機会とする狙いで四

つのクラブで多くのリーダーに参加してもらおう

とこの合同プログラムが企画されたのである。 

 会場のアレンジをグランパスクラブの早川会長、 

第 1部の燭火（キャンドル）礼拝を名古屋クラブの 

川本ワイズ、第 2部の祝会の司会を南山クラブの杉

山会長が担当した。 

 各クラブのメン、メネット、コメット、ファミリ

ー、友人など併せて 122名の参加者でクレストンホ

テルのホールも狭く感ずるほどでした。 

 受付の場所が狭く、各クラブごとの受付で混乱し 

たところもあり、プ

ログラム用紙のほ

かにいろんなもの

を渡すためクリス

マス献金の袋が皆

に渡ったのか心配。 

 

 第 1部の燭火礼拝は川本ワイズの司会で、名古屋 

クラブの西村清牧師による奨励「闇に輝く光」、チ

ャペルは満席でリーダーなどは立ったまま、キャン

ドルの光の中で厳かにキリストの誕生を祝った。 

 ただ、小学生や幼児にはちょっとつらい時間だっ

たか。 

 第 2部は開会点鐘を名古屋クラブの河部会長、ワ

イズソングのあと参加者の紹介、ゲストに西日本区

YMCA サービス事業主任の堤弘雄ワイズと中西部

長西野陽一ワイズが出席されました。 

東海クラブの参加者はメン 14名、メネット 2名の 

ほか遠藤ファミリー9 名、山田ファミリー7 名、チ

ャリティーランで東海チームとして走ってくれた

桜花学園インターアクトの河合保昌先生、春日丘高

校インターアクトの松本誠太先生と高校生3名が出

席、現在楽天コーチの杉本氏が鈴木孝幸君のゲスト 

として（山村君の代わりに）出席。 

 

 
 リーダーは 25名が参加、東海の例会に出席し、 

チャリティーランの参加費の支援をお願いにきた 

クリッキーこと栗木君や昨年例会にきたあられち

ゃんこと松脇さんなどが支援のお礼やクイズ、コン

トで会場を沸かせた。 

 

子どもたちが待

っていたのは 

サンタさん！！ 
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YMCAユースとともに －感謝と報告― 

         鈴木一弘 

 今年も、名古屋東海クラブの皆さまのお支えによ

り、各地でユース支援に携わることができたことを

深く感謝申し上げます。2016 年度の後期のその活

動の一端を報告します。 

＊名古屋インターアクトクラブ顧問として 

 1月例会にて卓話をされる渡辺観永住職（想念寺）

のご協力で、8 月 9 日(火)「IAC サマーキャンプ」

(3歳～10歳の子どもの預かり保育)を 2年連続で同

寺にて開催。11 月 23 日(水)には大須ロータリー主

宰の「和っと大須 大お茶会」にて会場ボランティ

アをしました。 

 

＊学生YMCA関西地区共働スタッフとして 

 関西地区には 3大学 1専門学校に学生 YMCAが

あります。11

月 13 日(日)

には関西学

院大学聖和

キャンパス

の学園祭出

店があり、子

どもの遊び

場付の喫茶コーナーを開設しました。 

＊i－COSY（大阪YMCA）顧問として 

 「One World Festival for Youth」（高校生のため

の国際交流・国際

協力EXPO）が 12

月 23 日(金)に大

阪国際交流セン

ターにて開催さ

れ、国際専門学校

高等課程の生徒

と東ティモール産のコーヒー（ワイズ西日本区大会

でもお馴染み！）を販売。 

 年末には、ヴォーリズ建築として有名な（？！）

関西主事宅にて大学生と聖書研究会。1 月には高校

生とシリア、イラク情勢の学習会等、ユースサポー

トは続きますが、ワイズメンの熱い友情に感謝しつ

つ頑張っていきたいと思います。 

第 40回名古屋 YMCA「平和の使者クリスマスカー

ドコンテスト」（東海クラブ協賛） 

 今年で 40 回を迎えた東海クラブがずっと協賛し

ている名古屋YMCA「平和の使者クリスマスカード

コンテスト」は 1764作品の応募があった。12月 3

日の 4 人の先生による審査で特選 141 作品を選び、

その中から 16作品が特賞になった。 

 名古屋東海ワイズメンズクラブ賞は 2作品で、名

南中学 2年の阪納有花さん、愛教大附小 4年の馬渕

琴野さん。 

  

（阪納有花さん）   （馬渕琴野さん） 

 特選作品はソウルYMCA、南京YMCAからの作

品を合わせて栄（久屋大通り駅）の市民ギャラリー

で 13日から 19日まで展示された。 

 特賞の表彰式は 17日(土)南山 YMCAで寺田理事

長、中村総主事、浅野東海会長、審査の先生方の出

席でおこなわれ、東海からは大島君、長谷川君、八

木が出席。 

浅野会長より東

海クラブ賞が授与され、

各賞の表彰のあと審査の先生により作品の講評が

行われた。 

            （八木武志・記） 

※恒例の JR 名古屋駅セントラルガーデンでのサン

タの聖歌隊によるクリスマスキャロルは12月23日 

（祝）に行われた。金城学院OGによる管弦楽団 

の演奏もあり、今年は約 140人のサンタがステージ 

にあがり、毎年奉仕されているワイズメンも各クラ 

ブから多数。（中部ホームページをご覧ください） 
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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 

「新しいワイズの世界を求めて IBC／DBC のお見

合いをしましょう。積極的なアプローチから広がる

世界の仲間との親睦の輪、和、話。」 

   西日本区国際・交流事業主任 

森田美都子さん（京都パレスクラブ） 

12月第 2例会報告 15日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 11名  

①1月第 1例会：1月 12日（木）18：45～ 

 卓話「仏教・法事と私たちの心」講師：渡辺観永

氏（浄土宗想念寺住職） 担当：長谷川和宏君 

②今後の予定： 

 12月 17日：クリスマスカードコンテスト表彰式 

  14：00～ 南山YMCA 

12月 23日：クリスマスキャロル（名駅前） 

12月第 3例会（忘年会）：12月 27日（火） 

 19：00～ いごこ家 会費 5,000円 

③50周年準備委員会 

 2017年 5月 14日（日）12：30～16：00 

 マリエカリヨン名古屋（出雲殿） 会費：10,000

円 参加者数を 70～100 人を予想 案内は中部

各クラブ・西日本区役員・奈良クラブ・御殿場ク

ラブ・旧メンバーなどリストをつくりチェック 

今後のスケジュールと記念講演講師について（詳

細は後日記録にて） 

④2017－18年度会長：長谷川和宏君 

⑤ 〃 年度中部地域奉仕環境主査：浅野猛雄君 

⑥2018－19年度中部部長：柴田洋治郎君 

⑦第 40回名古屋YMCA「平和の使者クリスマスカ 

 ードコンテスト」東海クラブ協賛行事 

 （3ページに記事掲載） 

 表彰式で浅野会長より東海クラブ賞を授与 

⑧第 2回東西交流会：2017年 2月 4～5日 

 会場：東山荘 参加費：13,000円締切：12月末 

 （第 3例会（27日）までに会長まで） 

⑨グランパスクラブ主宰の「東北訪問（3.11を忘れ

ない）の案内がきている（詳細は会長まで） 

◎例会・行事の出席者 12月出席率 16／17 94.1％ 

 12 月 3 日：クリスマスカード審査会 浅野麻・

長谷川・八木 

 12月 3日：クリスマス祝会（第 1例会） 

  浅野猛・浅野麻・池野・遠藤・大島・柴田・鈴

木一・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・八木・山

田・鷲尾 メネット山田・鷲尾 遠藤ファミリ

ー9・山田ファミリー7 ゲスト河合保昌先生

（桜花学園）・松本誠太先生（春日丘高）・春日

丘高インターアクト高校生 3）・杉本（楽天） 

 12月 4日：国際協力街頭募金 浅野麻・柴田 

 12月 11日：国際協力街頭募金 八木 

 12月 12日：クリスマスカード展示 浅野麻・八

木 

 12月 15日：第 2例会 浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・太田・柴田・橋爪・松本・八木・山田・

鷲尾 

 12月 17日：クリスマスカード表彰式 浅野猛・

浅野麻・大島・長谷川・八木 

 12月 23日：クリスマスキャロル 浅野猛・柴田 

  橋爪・長谷川・八木・鷲尾メネット柴田・鷲尾 

  長谷川ファミリー 

 ◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

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：八木武志 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・

大島孝三郎  ＥＭＣ：服部敏久・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 根の上担当：山村喜久・浅野

猛雄・八木武志 メネット連絡員：松本淳子 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆西日本区委員・中部役員 

区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


