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国 際 会 長 主 題

「とにかくやろう－
とにかくやろう－成せば成
せば成る」

ア ジ ア 会 長 主 題 「とにかくやろう－
とにかくやろう－成せば成
せば成る」
西日本区理事主題

「ワイズの
ワイズの原点、
原点、愛と奉仕で
奉仕で社会に
社会に貢献」
貢献」

中 部 部 長 主 題

「楽しもう、
しもう、学ぼう、
ぼう、働こう、
こう、そしてつなげよう」
そしてつなげよう」

ク ラ ブ 会 長 主 題 「返事は
返事は“へいほ!!
へいほ!!”
!!”と気持ちよく
気持ちよく」
ちよく」
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今月の
今月の聖句
「信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ
愛にしっかりと立つものとしてくださるように」
エフェソの信徒への手紙３章１７節

１月例会案内
２０１２
２０１２年を迎えて

第一例会
日

時：１月１４日（土）１９：００～２１：００

場

所：杁中

魚民

昭和

明けましておめでとうございます。「返事は“へ
いほ!!”と気持ちよく」を会長主題として半年が過

（杁中駅ビル１Ｆ）

ぎました。皆さんの協力で、予定どおりにプログラ

０５２－６３５－２４８８
会

浅井

ムを実施できたことを感謝します。

費：３０００円
今月は恒例の「新年会

ワイズの活動は日常生活から少し離れて、探究心、

リーダーと共に」です。

南山ＹＭＣＡに集うリーダー、スタッフ、ワイズ、

好奇心を持って新しい目標にチャレンジしていくこ

その他とオール南山ＹＭＣＡの新年会です。今年は

とだと思います。そのためには「健康第一」。ここ

台北から邱さん夫妻が参加予定で、とても賑やかな

のところ流石に寒くなってきましたが、自ら進んで

楽しい会になりそうです。リーダーへのお年玉プレ

身体を動かさないと、年々退化してしまいます。こ

ゼントをご用意下さい。出欠に関しては１０日まで

れからもハードなスケジュールが続きますが、自分

に中井さんまでお願いします。

の予定、リズムに合わせて、老体に鞭打ちながらみ
んなで活動していきましょう。
３月には台北から多くの友人が名古屋を訪れま

第二例会
日

時：１月１９日（木）１９：００～

す。横浜国際大会、台湾でのアジア大会に続いて、

場

所：南山ＹＭＣＡ

ＩＢＣとの交流をより深めていきたいものです。

議題１

又、７月からは中部部長のホームクラブとして、

２月例会プログラム

２．３月台北訪問団歓迎計画

部会のホストクラブとして、新たな役割を担うこと

３．次期クラブ役員案

となります。少人数のクラブですが、各自が複数の

４．その他

役割を果たして、盛り上げていきましょう。

１２月報告

在籍９
在籍９名

第１例会出席

第２例会出席

メークアップ

７名

７名
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１００％

「やや暗
やや暗い新年の
新年の抱負」
抱負」

荒川

文門

っていなくエンジンに余り良くないようですので、

２０１２年は例年とは少し様子の違う新年です。

今年こそは多く乗船したいです。腕も鈍りそうです

仕事が終わり、これまでの人生を振り返ると共に、

ので、釣りの好きな方は招待はしないですが、燃料

ワイズとしては、１９８０年以来２度目の部長を経

費代で釣果を楽しみましょう。

験せねばなりません。南山クラブの皆様の助けを借
り何とか責務を果たしたいと思いますが、昨今の西

「而立 不惑 知命 耳順 従心」
従心」

杉山

弘時

日本区の動きも十分理解していなく、年明け早々の

皆さんご存知の論語の一節です。現在の年齢は耳

研修会などの資料をみると、自分自身の年を思い知

順のころ。思考力に柔軟性がなくなりつつあること

らされ、一体無事にやって行けるのだろうか、と不

を感じるにつけ、自分を取り巻くいろいろなことに

安になってきます。お引き受けするのではなかった

耳を傾け、素直に向き合って行きたいものです。

と、メネット共々不平の洩らしあい、家庭不和の原

次の節目の年には従心であるように・・・・・

因になりつつあります。そんな愚痴をこぼしても何
「新年の
新年の抱負」
抱負」

ともならず成り行きに任せるよりほかに道はなさ

中井

信幸

そう。改めて南山クラブの皆様のご援助を願う次第

１２月４日(日)に日本基督教団名古屋桜山教会に

です。そんなこんなで、やや暗い今年の抱負です。

て受洗しました。ＹＭＣＡにいる中で信仰は日常の
中にあることと、人生後半戦において何か心の支え

小塚 英史

となるのがキリスト教とおもい受洗しました。仕事

明けましておめでとうございます。本年もよろし

の中で数字を追うことやシステム化をどんどんして

くお願いいたします。昨年の抱負もうろ覚えで、そ

いくことはこれからも必要な事です。ただそれだけ

の検証と反省も無いまま「２０１２年の抱負」を語

では人は心を動かすことはできません。やりがいを

るのもいかがなものかと考えつつ、宣言します。今

もって仕事やプライベートに取り組んでいる方に対

年の抱負は「笑い」です。そんなものが抱負になる

しても「心を動かせる」何かのアプローチができれ

のか!?と言われそうですがこれに決めました。昨年

ばと思います。だから私自身がそこにもっと「想い

３月の大災害を発端に目に見えない人災の恐怖が

や信仰」をいままで以上に込めて仕事も人生も進め

今も続いている中、笑える場面にはなかなか遭遇出

て行きたいと思います。

「２０１２年
２０１２年 新年の
新年の抱負」
抱負」

来なかった気がします。身近な人々のご不幸、仕事、
「新年に
新年に思うこと」
うこと」

家庭、など私の周辺でも大小様々な辛いこと大変な

森本

征夫

ことがあります。そんな状況を乗り越えた時に、私

新年あけましておめでとうございます。私も会社

から笑いを、周りの人たちに笑いが拡がれば良いな

を退職して８ケ月が過ぎ、初めての正月を迎えます。

ぁ、と感じています。そしてＹＭＣＡに集う人々が

年齢も７０才に近づきました。先日図書館で借りた

いつも笑っていられれば幸せです。

本に古代インドでは人生を４つの時期に分けて考
え、その３つ目が「林住期」といいます。
「林住期と
滋記

は社会人の務めを、又父親としての役割を果たし終

２０１１年は大震災などつらい事の多い年でし

えた後、全ての人が迎えるもっとも輝かしい“第３

た。今年は平安な一年であることを願っています。

の人生である」と位置づけられておりました。これ

荒川中部部長と小塚会長を遠～くからサポートし

からの人生をどのように過ごすべきか、自分には自

ていきます。

分の生き方、日々のあり方にはそれぞれの「ものさ

「新年の
新年の抱負」
抱負」

小林

し」があると思います。自分を貫いて崩れない人生
「新年の
新年の抱負」
抱負」

近藤 豊

を目指して行きたいと思います。しかし「生きる」

昨年は町内の行事が多く農業にはあまり力を入

ためには「健康」に留意しなければなりませんし「ゆ

れていなく、田畑は草野栽培でした。今年こそ色々

っくり」をいしきし、ゆっくり生きることを今年は

と挑戦しようと思います。尚

特に心がけていきたいと思っています。

もう２年ほど船に乗

-2-

１２月第一例会報告
１２月第一例会報告

けで、津クラブに入会しました。ＹＭＣＡでの子供
セントラルタワーズクリスマスキャロル

日

時代が忘れられなくまたＹＭＣＡに参加してくれま
１２月２３日（祝）ＪＲセントラルタワーズのタ

時：１２月１０日（土）１９：００～
「合同クリスマス会」

した。うれしい限りでいた。
ワーズガーデンで、恒例のクリスマスキャロルが開

場

所：アイリス愛知

催されました。約１２０名の合唱隊、きれいな「鈴
その後、東海テレビアナウンサー 高井 一（ハ

出

席：浅井、荒川、荒川メネ、近藤、近藤メネ、

ジメ）による記念講演が行われました。高井氏は、
の音」を響かせてくれた金城学園のハンドベルクワ

小林、杉山、中井、森本

東海テレビの番組作成のキーパーソンでもあり、先
イヤの皆さん、澄み切った音色には皆さんうっとり

１２月１０日アイリス愛知にて名古屋クラブ、プ

日の同局の不祥事にも触れられましたが、氏の飾ら
でした。

ラザクラブ、南山クラブ合同のクリスマス例会が行

ない清潔な真面目な人柄に触れると、何故あんな不
例年とは異なり、イルミネーションがなく、暗く

われました。総勢８０名近くになる大パーティーで

祥事が起きたのかと改めて不思議に思います。一刻
てじっとしていると震えてくるくらいの寒さの中で

久しぶりにワイズのクリスマスを持つことが出来ま

も早く高井氏の思うような番組になってほしいと思
のクリスマスキャロルでしたが、その分聞いて頂い

した。第Ⅰ部の礼拝は、さすが名古屋クラブと言え

いました。
た皆様には、例年にも増して感動のあるキャロルで

るクリスマスメッセージ付きの落ち着いた雰囲気の

した。
高井氏の講演は、目下氏が出演している「スタイ
駅前でも空を見上げると寒々とした星が光り、

礼拝でもありました。第二部の祝会は、バイキング

ル
まさにクリスマスと言う感じでした。いつもならイ
プラス」の作成裏話を通して、現代の日本語の

ではありましたが、かなり豪華な食事もあり、ビン

乱れ、また心配に至る興味ある話でした。色々なテ
ルミネーションを見に来て、ついでにという方が多

ゴゲームありで大いに盛り上がりました。やはりワ

レビ局で行っている「町歩き」がありますが、大半
いのですが、今回はこのキャロルを聞きにと足を止

イズは、人数が大事とも改めて思った次第でした。

は出演者のタレントが主役になり、
められる人が多く、歌っている合唱隊にもその気持
その街に住む人、
生活がサブになってしまうが、高井氏の番組では、
ちは十分伝わったことと思います。寒さの中での準
出演者がサブで町、街の人、その生活を主役にした
備作業は大変でした。
い，とのことです。そのために使う言葉に気をつけ、
来年はいよいよ第１０回となります。来年は南山
生活が引き出せるようにしている。また街を歩いて
全員で一緒に歌ってみませんか。
気がつくことは、高齢のひとが多く、子供の少なさ
出席：荒川 小林 近藤
であり、そこにも言葉のギャップを感じるそうです。
日本語には、
「てにをは」があり、その使い方がぶ
れれば日本語は変わっていってしまいます。意味の
分からないカタカナ日本語の氾濫、意味の分からな
い省略、短縮形、またイントネーションの違う日本
語の氾濫を見ると日本語そのものの将来に不安を覚
える。こういった日本語を正しい意味の日本語では、

１２月第
１２月第ニ
月第ニ例会報告

なんというか、を考え「てにをは」を付けるだけで

日

時：１２月１５日（木）１９：００～

かなり違ってくると思う。また若者との世代ギャッ

場

所：南山ＹＭＣＡ

プも大きな問題であり、自己中的に話す若者言葉も

出

席：浅井、小林、近藤、杉山、中井、深尾

問題である。どこが悪いのかすら分からない若者と
仁川クラブ
仁川クラブ朴
さんからのクリスマスカード
のコミュニケーションの中で、どう教育していくこ
クラブ朴さんからの
からのクリスマスカードです
クリスマスカードです。
です。

森本
・１月新年会について
１月１４日（土）

杁中

魚民に決定

・中部部会会場について
名鉄ニューグランドに決定。小塚メンが正式予
約する。
・台北ベータクラブの来名について
３月２５日（日）～２９日まで
２６日を３月例会とする。前後の日程は近藤メ
ン中心に先方と打ち合わせる。
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ＹＭＣＡニュース

芋をしたり、クリスマスクラフトをして楽しみまし

１２月１０日(土)にクリスマス会を行い約５０名

た。

の子どもたちが参加してくれました。礼拝の時に「ク
リスマスは何の日?」という問いに「サンタさんの誕
生日」
「カズリーダーの誕生日」など少数意見もあり
ましたが「イエス様の誕生日」という意見がほとん
どでした。その後ダッチオーブンでチキンを作った
り、ケーキ作りを行いました。また園庭で体いっぱ
い動かして楽しい時間を過ごしました。
２学期のクラス終了後１２月１６日～１８日にか
けて長野県白樺湖の近くにあるエコーバレースキー
場でリーダートレーニングを実施しました。例年に
なく参加リーダーが多く総勢４３名になりました。

また１２月２６～２９日にかけてはサッカーキッ

子どもたちによいスキーキャンプが出来るように頑

ズ、ニューイヤーキッズ、新聞記者になろう!!、体

張ってくれました。ほとんどのリーダーがＳＡＪ公

操教室が行われます。サッカーキッズでは午前は金

認３級が認定され、ＳＡＪ公認２級も４名受かりま

メダルを目標にサッカーを頑張り、午後からはおや

した。(ちなみにそのうち中井も１名含んでいま

つを作ったりクラフトをしたりして遊びます。ニュ

す･･･。)これから、スキー技術と共にリーダー力も

ーイャーキッズはお正月をテーマに昔の日本のお正

上げて行きたいです。

月遊びやおもちつきを行います。新聞記者になろ

幼稚園ではクリスマス会が行われました。１２月

う!!は、中日新聞社、博物館、防災センター、産業

１５日・１６日に降誕劇や讃美歌を歌い、保護者の

技術記念館を見学して名古屋について学び、それを

方立と共に素晴らしい時間を過ごすことができまし

壁新聞にします。いろいろ楽しいプログラムが目白

た。１７日は南山教会をお借りしてキャロルが実施

押しです。

されて多くの方に見ていただくことができ、神様の
降誕を祝うと共に讃美のできた１日を過ごせまし

例会出席表

た。
冬のプログラムでは、残念ながら去年に比べて参
加人数が減ってしまいました。でも参加してくれて
いるお友だちには楽しいことがいっぱい準備されて
います。１２月２３～２５日ではスポーツキッズと
いう３日間のクラスが実施さました。年少・年中長・
小学生の３ユニットに分れかれて体操したり、焼き

a
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