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「種を蒔く人」と「成長する種」 

草地大作氏（日本基督教団 

名古屋中央教会牧師） 

1月第１例会  

1月 11日（木）18：45～20：30ラ・スースANN         

 長年にわたり

ワイズ活動に参

加してきた中で、

気になっていた

課題。それはワイ

ズメンズクラブ

の国際憲法に、

「イエス・キリス

トの教えに基づき・・・・働き、・・尽力する」と

した意味は何か？ということ。 

 YMCA「名古屋青年９月号」に掲載された草地さ

んの寄稿を読み、直に話を聞きたいな、共有しあえ

るテーマかな、と感じ、卓話の依頼を決断した。 

 草地氏は卓話の中で、ワイズメンズクラブが国際

憲法の中で「あらゆる信仰の人々が共に働く、世界

的友好団体であり・・・」に着目された。支え合う

YMCAもまた、その活動がクリスチャンによっての

み支えられるのではなく、より幅広い信仰を持つ

人々によって支えられてきたことに最大の特徴を

見出された。 

 今回のテーマ「イエス・キリストの教えに基づき」

については、聖書の読み方、イエスの教えの受け止

め方として、「イエスは決して他者を排除せず、そ

の人がどのような背景を持っているかに関係なく、

誰とも親しく出会われた」ことが大切ではないかと

話された。マルコによる福音書の「種を蒔く人」の

たとえも、イエスが述べ伝えたい強調点は、蒔かれ

た種に置かれているのではなく、何十倍にも成長し

た種が重要だと教えているのでもない。 

 種を蒔く人はどこにでも種を蒔いてくださると

いうこと。イエスが伝えた神は、たとえそこが「道

端」であろうと、「石だらけの土の少ない所」であ

ろうとも、「茨の中」であろうとも等しく種を蒔い

てくださるということこそがポイントなのだと話

された。 

 同じく、「成長する種」のたとえについては、種 

を蒔き、豊かに実った収穫に従事するのは人間であ

っても、成長させるのは人間ではなく神であるとい

う教えで、人間に定められた生き方は、神がなそう

とすることのお手伝いをすることだと、イエスの教

えは懸命に世の中で生きている人々へのメッセー

ジであると話された。 

 ワイズメンズクラブが「イエス・キリストの教え

に基づき活動を続ける」団体であるということは、

一人ひとりの価値観を大切にし、その思いを共有し、 

ともにYMCAを支える働き人であるという自覚を 

持ち続けるということではないかと。改めて国際憲

法にある「あらゆる信仰の人々が共に働く、世界的 

友好団体であり・・・」という側面を、決して誰を 

も排除せず、受け入れられたイエスの教えに基づく 

ものとしてより深く理解することが肝要ではない

かと締めくくられた。 

 日本におけるキリスト教の現況、今後の課題、な 

ど多数の質疑応答があった。次の機会を考慮するこ 

とで閉会とした。 

 最後に、お忙しい中、詳細な資料を用意し、卓話

に応じてくださった草地牧師に感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 （長谷川和宏・記） 

 

※草地牧師の卓話を聞きに川口恵さん（名古屋クラ 

ブ）猿渡達也さん（会友）西野真希さん（スタッフ） 

加藤明宏さん（元名古屋Y総主事）がゲストで参加。 

名古屋クラブ谷川修会長が名古屋クラブ７０周年

記念例会のアッピールにこられました。      

なお、西野さんは名古屋YMCA市内中学生バスケ 

ットボール大会の担当スタッフです。 

  

川口恵さん 加藤明宏さん 西野真希さん 

  

猿渡達也さん      谷川修さん 
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名古屋 YMCA春のウォーキング 2018 

３月 24日（土）堀川７橋巡り名古屋城まで 

～みつかる。つながる。よくなっていく。～ 

～大震災・災害復興支援プログラム～ 

堀川運河沿いの約 2時間の街歩き、納屋橋、五条橋 

はじめ堀川７橋を歩きます。このウォーキングの切 

っ掛けとなったのは東日本大震災の災害地復興を 

祈った「揚がれ希望の凧」のプログラムでした。 

その後にも襲った熊本地震などの自然災害に今な 

お苦しむ子供たちやその家族への復興支援活動に 

取り組む仙台、盛岡、熊本のYMCAに私たちに出 

来ることに思いを馳せる機会にしたいと思います。 

 

期 日：2018年 3月 24日（土）＜小雨決行＞ 

集 合：午前 10時 地下鉄名城線金山駅南口広場 

対 象：どなたでも参加できます。部分参加OK 

    幼児以下の方は保護者同伴、春休み家族で 

    運が良ければ桜が咲き始めているかも 

持ち物：飲み物、タオル、各自天候に合わせ 

参加費：1,000円／1家族 

    被災地復興活動支援YMCAに寄付します。 

申し込み：3月 22日（木）までに電話又はFAX 

申込先：名古屋YMCAボランティアセンター 

 電話：052－757－3331 FAX：052－757－3332 

 

コース：金山駅南口⇒尾頭橋⇒古渡橋⇒日置橋⇒ 

    納屋橋⇒伝馬橋（飯田街道起点）⇒中橋 

    ⇒五条橋（美濃路）⇒幅下橋（ゴール） 

    ゴールの最寄り駅は地下鉄桜通線、五条橋 

    は国際センター駅、幅下橋は浅間町駅 

主 催：名古屋YMCA内ワイズメンズクラブ名古 

    屋地区連絡会 

TOF（断食の時）について 

TOF―GPF＝Time of Fast Global Project Fund 

世界の飢餓に苦しむ人々のために、2月の第 1例会 

の食事を抜きにしてその分のお金を献金し、国際協 

会が定めた支援活動に捧げる運動です。 

 

※名古屋ワイズメンズクラブ 70周年記念例会 

 東海クラブのスポンサー（親）クラブである名古 

屋クラブが創立 70周年（チャーター1947年 8月） 

を迎え、その記念例会をこの 3月 4日（日）13：00 

～16：30アイリス愛知で開催されます。 

 私たちのスポンサーである名古屋クラブの記念 

例会に是非参加しましょう。出席の申込は長谷川 

会長が取りまとめてしますのでご連絡ください。 

 

※ピンクシャツデー：いじめのない社会を目指す。 

 YMCAは 2月第 4水曜日（今年は 28日）をピン 

クシャツデーとして、いじめの傍観者ならないこと 

がいじめられている子どもをすくうことになると 

考え、その第一歩としています。 

 この運動は 2007年、カナダでピンクのシャツを 

着て登校した少年がいじめられているのを見た2人 

の学生が 50枚のピンクのシャツを友人に配り登校 

し、これに賛同した多くの学生がピンクのシャツを 

着て登校、学校中がピンクに染まり、いじめも自然 

となくなったというエピソードが世界に広まった。 

 これを機会にいじめについて考えてみましょう。 

※卒業リーダー感謝・激励会 

 子どもたちのプログラムをスタッフと共に展開

してきたリーダーの中で、今年卒業して社会人とし

て羽ばたく方に感謝と激励の会が毎年開催されま

す。社会人の先達

としてワイズメ

ンからも激励の

言葉をかけてく

ださればと思い

ます。 

3月 21日（水・祝）

の予定で準備が進んでいます。 

 

※春の「根の上まつり」は 4月 29日（日）開催！！ 

 根の上キャンプ場はまだ厳冬の眠りの中、根の上

を愛する皆さんの集う春の「根の上まつり」をまだ 

かまだかと待っています。 

 

                                                 



名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                          （4） 

お誕生日おめでとうございます 

メネット  2月 13日   橋爪圭子さん 

       2月 21日  長谷川君子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

  2月 17日  柴田洋治郎君・純子さんご夫妻 

2月 28日  浅野猛雄君・美也子さんご夫妻 

2月 28日  鈴木孝幸君・純子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

TOF・CS・FF・STEP for ALL 

「各クラブ独自で行っている素晴らしい CS事業を

ワイズ全体に発信し、自慢しましょう。互いに知り

合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各

種献金は期限までにお願いします。」 

    西日本地域奉仕・環境事業主任 

吉田由美子君（大阪なかのしまクラブ） 

1月第 2例会報告 18日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 9名  

①2月第 1例会：2月 8日（木）TOFの月YMCA 

 「オークション」 

 担当：遠藤彰一君・太田全哉君 

②今後の予定： 

 2月第 2例会：2月 15日（木）名古屋YMCA 

 ピンクシャツデー：2 月 28 日（水）  いじめ

をなくそうの思いをピンクのシャツにこめて。 

 名古屋クラブ 70周年記念例会：3月 4日（日） 

  会場：アイリス愛知 

 3月第 1例会：3月 8日（木）ラ・スースANN 

  卓話 担当：橋爪良和君 

 西日本区次期会長・主査研修会：3月 10・11日 

  出席予定：池野次期会長・鈴木一次期主査・柴

田次期中部部長・八木次期中部書記 

チャリティーウォーク：3月開催、3ページ参照 

 卒業リーダー感謝会：3月 21日（水・祝） 

  卒業するリーダーに感謝と激励を 

 春の根の上まつり：4月 29日（日・祝） 

 国際協力街頭募金：6月の予定 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

 第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会：8月 2日（木）～13日（月） 

③次期中部部会（10月 6日）について 

 実行委員会委員長に長谷川和宏君を指名・決定 

 委員会を次週 25日（木）に開催 

 会場の決定を急ぐ。第 1候補ルブラ王山と早急に

交渉する。チラシ第 1 報を 3 月の名古屋クラブ

70周年記念例会で配布できるよう作成する。 

④例会の出欠の取りまとめについて 

 今期は浅野連絡主事にお願いする。連絡の無い方

がおられると把握に時間がかかり、担当者の負担

が大きいので必ず期日までに連絡すること。 

⑤CS 基金の年賀記念切手シートの寄付をお願いし

ます。 

◎例会・行事の出席者 

 1月出席率 17／17 100％ 

 1 月 11 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・服

部・松本・八木・山田・山村・鷲尾  

ゲスト：加藤明宏さん・川口恵さん・猿渡達也

さん・谷川修さん・西野真希さん メークアッ

プ：遠藤・鈴木一 

1月 18日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・大島・

柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾 

1 月 25 日：部会実行委員会 浅野猛・浅野麻・

大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾 

 

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

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：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



    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、５日(月)までにＦＡＸ又はメール等にて必ず返送下さい。） 

・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 

・メールアドレス：m-asano@nagoyaymca.org 

連絡主事 浅野麻琴 様      氏名         

名古屋東海・出欠席連絡票 
 

企画行事 

 

日時・会場他 

メ ン の

出欠席 

ゲストの有無・

そのお名前他 

１．2018年２月 

第１例会 

 

２月８日（木） 

18:45～20:00 

オークション 

担当:遠藤彰一、太田全哉 

Ｔ．Ｏ．Ｆの月で食事はあり

ません（食事代は貧困・飢餓

に苦しむ人々のために） 

会場：名古屋ＭＣＡ 

 

出席 

 

 

欠席 

 

 
 

 

 

 

 

Ｔ．Ｏ．Ｆ= 

Time of Ｆast 

(断食・欠食の時) 

２．2018年２月 

第２例会 

２月１５日(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

３．ピンクシャツデー ２月２８日(水) 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

  

予告：春のウォーキング

2018堀川7橋を巡っ

て名古屋城まで 

３月２４日（土） 

10：00～12：00  
 金山駅南口～幅下橋（別紙参照）  

出席 

 

欠席 

大震災や災害の

復興支援のため

に 

予告：名古屋クラブ創立

70周年記念例会 

３月４日(日) 

会場：アイリス愛知 

13：00～16：30  

出席 

 

欠席 

申込受付中 

予告：東日本大震災 

被災者追悼式 

3月 11日(土）14：30～、17:30
～今年、会場替わりました  

会場：矢場公園ナディアパーク南 

 3・11 東日本大

震災被災者追悼 

予告：2018年３月 

   第１例会 

 

３月８日（木） 

18:45～20:45 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

 会食と卓話 

出席 

 

欠席 

 

 

予告：卒業リーダー感謝

激励会 

３月２１日(水・祝)16:00～ 
南山ＹＭＣＡにて 

  

2017-18 名古屋東海クラブ・ブリテン委員会 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

