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会長主題 「ワンチーム」     
国 際 会 長 主 題  「世界とともにワイズメン」    キム サンチェ (韓国) 

ア ジ ア 太 平 洋 地 域 会 長 主 題  「100年を超えて変革しよう」        大野 勉     （神戸ポート） 

西 日 本 区 理 事 主 題  「未来への挑戦」                 新山 兼司   （京都トップス) 

中 部 部 長 主 題  「楽しくやろう ワイズの活動 地域とＹＭＣＡと共に」 

渡辺 真悟  (名古屋) 

名古屋東海クラブ標語  『限りなき熱情を奉仕に』  

 
--------------------今 月 の 聖 句-------------------- 

「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」この名は、

「神は我々と共におられる」という意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じ

たとおり、妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そして、

その子をイエスと名付けた。           (マタイによる福音書 1章 23節～25節) 
---------------------------------------------------------- 
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１２月例会等ご案内 

◎１２月第１例会【クリスマス祝会】 

日程：12月 5日（日）17：30～20：00 

※受付開始は 17：30からです。 

会場：ラスースＡＮＮ ３Ｆ 

担当：神谷正博君・中江正典君・山村喜久君 

会費：メンバー 無料 

※一人一つ以上プレゼントをお持ち下さい。 

◎１２月第２例会 

日程：12月 16日（木）18：45～ 

   会場：名古屋ＹＭＣＡ 

◎忘年会（第３例会） 

   日時：12月 27日 (月)  

   会場・会費等は後日案内します。  

◎第 45回クリスマスカードコンテスト 

  展示会場：市民ギャラリー矢田 

  展示期間：12月 21日（火）～26日（日） 

◎名古屋ＹＭＣＡ120周年記念礼拝・祝会 
日程：2020年 1月 16日（日） 

礼拝：15：00より名古屋中央教会にて 

  祝会：17：30より名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

  申込：12月 1日（水）迄に名古屋ＹＭＣＡへ  

◎奈良ワイズメンズクラブ 70+1周年記念例会 
日程：2022年 2月 5日（日）10：50～14：30 

  会場：奈良ホテル  

登録費：10,000円 

申込：参加の方は登録費を添えて 12月第 2例
会までに浅野会計まで 

 

東海ワイズ五つの信条 

一．自分を愛するように隣人を愛そう 

二．青少年のためにＹＭＣＡにつくそう   

三．世界的視野を持って国際親善を図ろう 

四．義務を果たしてこそ 権利が生じることを悟ろう 

五．会合には出席第一 社会には奉仕第一を旨としよう 

【出席率】 11 月末－在籍者 20 名 

（内広義会員 2 名） 

出席者 17 名（Make up0 名） 

出席率 94.4％ 

      

クラブ事務所 〒464-0848 名古屋市千種区春岡 1 丁目 2-7 電話 052-757-3331 FAX 052-757-3332 

【特別ファンド】  

10 月ファンド    +13,060 円 

現在保有額       1,632,540 円 



 

１１月第 1例会報告 

『１１月例会卓話について』 
講師：時計師・成瀬卓郎氏 

成瀬さんに最初に卓話講師のお願いをした際に、

話の補助ツールとしてパワーポイント又はパンフ

レットのコピーの用意が必要かを尋ねたところ、

不要とのことでした。私は内心、優れたデザイン

や微細なゼンマイ時計を表現するにはヴィジュア

ルで訴えるのも必要ではないかと危惧したのだが、

結果、スピーチのみでもその話に引き込まれ、そ

の危惧は杞憂に終わりました。翻って、何故なの

かと考えてみると、成瀬さんは、若いころから‘ゼ

ンマイ時計’が大好きで、お金もないのに、時計

作りという夢に一直線だったことが説明の端々に

伺え、だからヴィジュアル無しでも我々の心に訴

えかけるものがあったのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ナルセ時計」は２０００年代に入って不安定

であった時計事業も、２００５年愛知万博に出展

された「千年時計」という巨大からくり時計の発

注が決まった頃から軌道に乗ってきた。しかし成

瀬さんには浮き沈みのある時計事業だけでは不安

があるとして、経営安定化のため、あるきっかけ

から全く異分野である介護事業に乗り出した。デ

イサービスや老人ホーム等の事業を立ち上げて、

今ではスタッフ数十人を抱える介護事業所となっ

ている。失礼ながら、この経営センスは一時計職

人であった人物からはかけ離れていると私には思

われた。 

話の後半に、スイスや日本の時計業界、延いて

は製造業全般について触れ、スイスのスオッチ・

グループの話が出ました。日本のセイコーがクォ

ーツ時計を出した頃、スイスの高級時計メーカー

は危機感を覚え、業界の再編が進められた。その

中で、元来廉価な時計販売をしていた、スオッチ

はオメガ、ロンジン、プレゲ等、誰もが知ってい

る有名ブランドを傘下に置き、感性に訴える高価

な商品を世界に提供している。一方、時計産業に

限らず日本のメーカーは戦後の大量生産方式によ

るコスト低減で低価格路線を目指してきたが、ス

イスはじめヨーロッパのメーカーは製造の手の内

を見せずブランドを守ってきた。今日、日本は賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金も上がらず、低生産性が大きな問題となってい

るが、スイスの時計ブランドの利益率を極大化す

る戦略は、日本経済に示唆を与えるものとも成瀬

さんは指摘した。又、手作りのゼンマイ時計作り

は、からくり時計がここ愛知県発祥であることか

らこの地の製造文化と伝統を守ってゆく上でも重

要であるとも語った。更に手作りということでエ

ネルギー消費もなく、これからのゼロ・エミッシ

ョンの流れにも沿うものとも述べた。 

尚、ゼンマイ時計の製品に関しては、パソコン

やスマホで「ナルセ時計株式会社」のホームペー

ジ www.naluse.co.jp)を開いていただければ、製品

一覧、愛知万博の千年時計、和時計等のウェブサ

イトにも繋がっていますので、ヴィジュアルも含

め参考にしてください。（柴田記） 
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  【ゼンマイ時計】 

 

【機械式時計】 

                                              

http://www.naluse.co.jp/


職業柄コロナ禍で例会に出られなかった真鍋

君が 1 年 9 ケ月ぶりに食事抜きで出席。久々の再

会にメンバー一同大歓迎でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席者】浅野、大島、太田、神谷、木村、柴

田、鈴木孝、谷口、中江、橋爪、長谷川、松本、

真鍋、八木、山田、山村、鷲尾、 

１１月第２例会報告 

１．クリスマス祝会について 

  12月 5日（日）17：30～20：00でラ・スー

スＡＮＮ3階にてメンバーを中心に行う。 

  今までの形式・内容にこだわらず、コース料

理にする等少人数に合う形でプログラムの工

夫をすること確認。 

２．クリスマスカードコンテスト・クリスマスコ

ンサートの日程等を確認 

３．次々期（2023-2024）中部部長の件 

  山田会長より渡辺中部部長から依頼のあった

次々期（2023-2024）中部部長を東海クラブ

より選出する件について説明があり、事情を

理解し東海クラブとして次々期部長を引き受

けることを了解した。 

４．忘年会を 12月 27日（月）に 2年ぶりに行う

ことを決定。場所・費用などは後日案内。 

５．その他 

名古屋ＹＭＣＡ１２０周年記念礼拝・記念祝

会の件、奈良ワイズメンズクラブ 70+1記念

例会の件、チャリティーラン報告等 

【出席者】浅野、大島、木村、柴田、谷口、中江

橋爪、長谷川、松本、八木、山田、山村、鷲尾 

楽しかった 20 年 

木村眞智子 

昨年からのコロナ禍で店を閉めました。２年程

前からお客様が減ってきているなぁと、いつ幕を

引こうかと思っていました。良いきっかけになり

ました。短大を出て郵便局に入り子ども達が大学

を卒業したら何かしたいと思っていました。局の

仕事も好きで一生懸命しましたが、きっかけはと

ても優秀な先輩が停年で辞められた後、彼女なし

ではその局は回っていかないだろうと誰もが思っ

ていました。後に局の成績は落ち大変でした。で

も組織はそう簡単に潰れません。普通に時は過ぎ

ていきます。辞めて自分に何が出来るかと考えて

も何の才能も無い自分でした。伊万里とか骨董は

好きでした。好きで買っていただけで、お客様の

方が詳しいしと思案に暮れていましたが、親友の

紹介で作家さんの器、織り物、染色等の品揃えで

店を始めました。自分が好きでもない品を積極的

に勧められませんからデッドストックが増え回転

資金も底をついてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１２年の９月２６日に本山に７坪半の店を

家賃の心配無い様に私の退職金で買い、後は交通

費だけなら何とかなると思ってました。しかし、

暮れの夫のボーナス迄手を付ける始末で、これで

はダメだと思い、伊万里とか義理で買った昔の帯

で作った作家さんのバッグが６個使わず家に有っ

たのを、定価の半額で揃べました。こんなのがと

云われ古布の仕入先も解らず京都骨董祭等に行っ

て原価のままで売り始めました。 
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そうこうするうちに業者の市場を紹介されて本

格的に方向が変わっていきました。でも１年半程

は品は動かず、もんもんとしていましたら、ある

時豊田のギャラリーを紹介してもらい、２ケ月に

一度「金土日」と商品を持って行きました。信じ

られない程お客が殺到して、売上が３日間でそれ

迄の 1 年半の売上ぐらい売れました。当時豊田は

古布で作った洋服や、リメイク用の素材の店が無

く信じられない程売れました。商品が回り出しま

した。売れるから良い品も仕入れられます。夫が

現職でしたから、６年間津から本山迄片道２時間

かけ、営業時間は１１時から５時まで月火水木の

み４日間開けていました。夫が退職したので、娘

達がいる名古屋に店と自宅を兼ねる現在の家を建

てました。 

 

 

 

 

 

 

 

本山は倉庫として使っていましたが、この春売

り払いました。私だけの第２の仕事が出来た事、

本当に良かったと思います。お客様に「こんなん

欲しい」「こんなんが良い」と教えてもらいました。

段々にリメイク用の着物の需要が無くなり、お茶

をしている先生等が増えてきて、客層も商品も変

わってきました。お客様に教えられて、そして豊

田と云う大きなマーケットに出会いここまで続け

られました。 

始める前、何が出来るのか、何をしたいのかと

京都の親友に云ったら、「何でも１０年間一生懸命

したら好きになると」云ってくれた事本当やった

と思ってます。着物に何の興味も無かった私です

が、どんどん吸い込まれていきました。楽しかっ

た２０年でした。今は全てに感謝しかありません。

【画像は編集者が挿入したもので、作品とは無関係です】 

11 月 6 日（土）名城公園噴水予定地 10：15 レー

ス開始。今年は個人レース参加者が 78名と大いに

増加。チームレースは当日 22チーム、Weekラン 5

チーム、ランナー総数 252名で 12：30終了。 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の例会担当】       

   1 月：鈴木孝  2 月：鷲尾・谷口  

   3 月：長谷川 4 月：橋爪 

【今後のブリテン寄稿担当】

   1 月号：谷口 1 月号：中江 

3 月号：橋爪 4 月号：長谷川 

 

 

コスチューム賞もリーダー会 

 
  

 

東海クラブはスポンサーとして 

子ども達の 2チームを支援 

となった 

 

支援金は 3,225,000円 

 

 

優勝チームはリーダー会 
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