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　　主　　題（2011 ／ 2012）

国 際 会 長　　「とにかくやろうー成せば成る」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「とにかくやろうー成せば成る」　

西 日 本 区 理 事　　「ワイズの原点 、愛と奉仕で社会に貢献」

中 部 部 長　　「先ず一歩。　楽しもう、学ぼう、働こう、そしてつなげよう」

名古屋クラブ会長　　「もういっちょう皆でがんばって　楽しく充実した例会を。」

2011 〜 2012　7　月　号　　(No773)

在 籍	 29 名

第 1 例 会	 21 名

　　メネット	 3 名

第 2 例 会	 9 名

　　メネット	 0 名

ゲスト・ビジター	 	0 名

メーキャップ	 　1名

出 席 率	 78.6%

メ ネ ッ ト 会	 10 名

6 月クラブ出席 B　　　F

切手	 80pt

現金	 0pt

小計	 80pt

切手		 2480pt

現金	 19000pt

累計	 21480pt

6
　
月

累
計(

７
〜
6
月)

青　木	 　

飯　田	 ◯

伊左治	 ○

岩　田	 ◯

尾　関	 ○	

小　尾　◯

加藤明	 ◎

加藤晃	 　	

川　口	 ◎

川　本	 M

木　本	 ○

久保田	 ◎

黒　川	 　

五　島	 ◎

小　谷	 ○	

塩　田	 ◯

鈴　木	 功

千　賀	 　

相　馬	 ◎

谷　川	 ◯

寺　田	 ◯

中　野	 ◎

長　井	

成　瀬	 ◎

西　村	 ◎

平　野	 ◯

深　谷	

水　谷	 ○

渡　辺	 ◎

6　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（6/14）
　　メネット　尾関　長井　西村　　　

CS 潮干狩り　知多半島乙方海岸（6/18）
　　　　小尾　相馬　尾関　静枝　深谷　五島　谷川　成瀬　

第 14 回　西日本区大会　（6/11 〜 6/12）
　　　　尾関　加藤（明）　川口　川本　久保田　相馬　谷川
　　　　中野　成瀬　　西村　平野　渡辺
　　メネット
　　　　尾関　加藤（朱）　西村

メネット会総会（6/18）
　　　　飯田　伊左治　尾関　加藤（朱）　加藤（邦）　木本
　　　　久保田　五島　西村　ゲスト　成

第　2　例　会

7 月例会プログラム

と　き:2011 年 7月 19日 ( 火 )7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：8月例会について、他

　今年度クラブ会長を務めさせていただく渡辺真悟です。これか
ら一年間　クラブ会員皆さんの力を合わせて活動を進めて行きた
いと思いますので　どうか宜しくお願いします。
　今名古屋ワイズメンズクラブは色々な意味で大きな転機に差し
掛かっているように思います。まず多年に渉って名古屋ワイズや
ワイズメンズ活動に大きなお働きをされてきた長井メンがお亡く
なりになりました。その穴を一体どうやって埋める事が出来るの
か、　大きな不安と困難さを感じずには居られません。又来年度
は名古屋クラブから　成瀬メンが西日本区理事に就任されます。
私も含め何人かのメンバーがそのキャビネットに入る事になって
いて　その準備はもう始まっています。つまり従来のレギュラー
が大きく戦力ダウンする中で　自クラブと西日本区という 2正
面作戦をしなければならない状況に有る訳です。
　それを乗り切るためには　全ての若手 ･中堅メンバーには今以
上に活躍していただきたいのはもちろん、ベテランメンバーの方
もどんどん張り切って参加していただき　全員参加で名古屋クラ
ブを楽しく有意義なものにするようお願い致します。そういう活
動が出来れば　我クラブの重要課題であります会員増強（EMC）
にも必ず良い方向に繋がっていくと思います。皆さん一人一人が
スカウトでもあります。
　もうひとつ転機として　3.11 東日本大震災で改めてボランテ
ィアや地域社会奉仕への関心が高まっています。私たちはＹＭＣ
Ａに協力して継続的に支援を続けていかねばなりませんが　同じ
ような志を持った人を仲間に迎える事が出来れば　こんな嬉しい
事はありません。この一年間有意義で楽しい活動を　ご支援宜し
くお願いします。

これから一年宜しくお願いします

渡　辺　真　悟

会　　長　渡辺真悟
副 会 長　五島八郎　

書 　 記　平野実郎　　千賀　将
会　　計　川口　恵　　塩田　保

ブリテン　久保田　平野　伊左治　深谷

2010 年〜 2011 年度　定期総会
と　き：2011年7月13日㈫　6:30p.m.〜8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
	 	 司　会	 相馬　静香さん
開会宣言　	 	 会　長	 相馬　静香さん
ワイズソング
聖書朗読・祈祷	 	 塩　田　　保君
食事
年間活動行事報告	 	　書　記　成瀬　晃三君
決算報告	 	 	 会　計　川口　恵さん
会計監査報告	 	 監　査　尾関　　明君
会長バッジ引継
新会長挨拶	 	 	 会　長　渡辺　真悟君
入会式　　　　　　中野美幸さん

	 	 	 司　会　渡辺　真悟君
協　議　　1. 役員選出
　　　　　2. 事業方針
　　　　　3. 予算案　　その他

ハッピーバースディ
ドライバースピーチ	 	 飯田　和也	君
讃美歌　　355
閉会宣言	 	 	 会　長　渡辺　真悟君
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と　き　2011 年 6月 14日（火）18:30	〜 20:30

ところ　名古屋YMCA

　3.11 東日本大震災、数多くの惨状を見聞きしてはいるも

の、マスメディアによる切り取られた一部の報道とは異なり、

現地の生の様子とまた別な角度からの視野は、災害ボランテ

ィアとして活動された遠藤さんの報告が、東北地方への復興

や再興への気持ちが伝えられ感銘を新たにさせられた。

　次に相馬会長の聖岩クラブ公式訪問は懐かしい聖岩クラブ

のメンバーの写真等も交えて楽しく聴くことが出来たが時間

の関係もあったとはいえ、もう少し 8月予定の日韓ユース

セミナーのこと、今後の両クラブの交流のあり方にも触れた

報告を期待したが、やや残念であった。

と　き　2011 年 6月 21日（火）19:00 〜 20:30

ところ　名古屋YMCA

◯ 6月第一例会

　　災害ボランティア活動報告　遠藤恵美子さん

　　聖岩クラブ公式訪問報告　相馬静香会長

◯CS潮干狩り実施　知多半島乙方海岸　総勢 330人

　　	昨年雨天で実施できなかった代わりとして大型絵本を贈呈

◯ 7月第一例会について

　　総会資料作成分決定　新旧会長バッジ交換

　　中野美幸さんの入会式を行う。

◯年間行事予定について協議

　　EMC活動について　クラブリーフレットの増刷

　　	クラブメンバーがいろいろな場面で配布できるように手

持ち分とする。

◯中部部会

　　8月 28日（日）12時〜　名鉄ニューグランドホテル

　　	参加者のクラブでまとめる。7月第一例会時アピールす

る。

◯ソウルYMCAユースセミナー

　　8月 22日〜 26日名古屋に来る予定。

◯西日本区大会

　　6月 11日〜 12日　名古屋クラブ出席者数　15名

　　トライアングル　DBC締結式　

　　締結祝賀会　　	紀の川クラブ　熱海グローリークラブ　

名古屋クラブ 3クラブ他 21名出席

　　	西日本区キャビネットに、川口恵さんに加わっていただ

くことになった。　

◯第一例会の曜日変更

　　7月から第一例会を　第 2水曜日に開催。

　　皆様ご注意ください。　　　　　　　　　（成瀬　晃三）

西日本区大会・ＤＢＣトライアングル締結式

　６月 11 〜 12 日ウェスティン都ホテル京都にて第 14 回

西日本区大会が瑞穂の間で“おーきな！元気を！京都から！”

と被災地支援を願って力強く開催され、名古屋クラブから１

5名、総勢９５０名が参加。出会い・再会に喜び、交流を深

め、ワイズの志気を高め、コースディナーの懇親会など大会

を楽しんだ。式典では藤井国際会長始め来賓祝辞のあと感動

のメモリアルアワー。6月６日、神に召された長井潤メン遺

影と数々のワイズ歴等、そのご奉仕は感謝に絶えません。

　紋付袴・黒タキシード・和服姿で楽しい雰囲気で歓迎・お

世話頂いた京都キャピタルほかホストクラブの皆様にご準備

と素晴らしい大会に心から御礼申し上げます。

12日、兼松豊牧師ご宣教の聖日礼拝を中座し、別室での締

結式準備・サインアップ。各ＢＣ締結式は各会長の登壇、我

がクラブ平野交流事業主任進行にて松田・仁科東西日本区両

理事に執り行われ、名古屋クラブは、和歌山紀の川クラブと

熱海グローリークラブとのトライアングルＤＢＣとなった。

小野浦ホテルなど３クラブ交流会等、両クラブに感謝申し上

げます。

　大会後、紀の川６名、グローリー６名、名古屋７名、三島・

沼津各１名の２１名が粟田口の「南禅寺『順正』」での締結

祝賀会に出席し、クラブバナーや各お土産の交換、全員一言

の更なる親交が与えられ、一同感謝しつつ散会しました。

（相馬　靜香）

■■■		第 1 例 会 レ ポ ー ト	 ■■■

■■■		第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■
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『ワイズメンの賢い話』(No183）

『長井　潤兄への思い』

月６日に長井潤兄の召天の知らせを受けて、たいへんシ

ョックを受けました。丁度、その直前に義弟が召天し、

更に、近隣の人が召天され、同じ頃に３人の知人の方が

召天されました。その中で、名古屋ワイズメンズクラブ

の中心的存在であった長井潤兄の召天が一番ショックで

した。病状については、いつも気になっていて、再び回

復されるように祈っていました。私が最後にお会いした

のは、４月のメネットナイト５０周年記念例会でした。

その時の合唱は心に残っています。また、５月の例会で、

西村先生と３月に行かれたイスラエエル訪問の報告会で

すが、そこで、長井潤兄の報告をお聞きできると思って

いました。しかし、その時期は、かなり症状が厳しかっ

たようです。そして、６月６日に召天され、７日に前夜式、

８日に葬送式が長井潤兄の所属する名古屋中央教会にお

いて行われ、韓国をはじめとして遠方から多数の方々が

参加してくださいました。長井潤兄の前夜式・葬送式は

厳粛に行われました。キリスト教の葬儀は、通常の礼拝

とほぼ同じ形式で行われます。愛する長井潤兄の死とい

う現実を前にして、神の御心にその悲しみをゆだね、永

遠の命にあずかるという希望のうちに神に感謝して賛美

をささげるのです。そして、遺族の方々に対する神の慰

めと支えを願い求めるのです。特に、長井潤兄の前夜式・

葬送式には、御自身の希望が反映されているということ

をお聞きしました。その中で印象的であったのは、皆で

歌った讃美歌でした。それらは、長井潤兄の好きであっ

た讃美歌のようです。特に、私にとって感動的であった

のは、前夜式で歌った讃美歌５２０でした。「真実に清

よく生きたい」という長井潤兄の意志を継いで、私たち

も残された人生を生きていきたいと思います。

（寺田　仁計）

　「十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わた
したち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。『わ
たしは知恵あるものの知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないもの
にする。』……ユダヤ人はしるしを求め、ギリシャ人は知恵を探します
が、わたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝えています。」

コリントの信徒への手紙一１：１８〜２２

西　村　　清

　２０１１年６月２５の朝日新聞の天声人語に次のように記

されていた。近代科学にとって１９８６年は最悪だった。１

月にスペースシャトル「チャレンジャー」が打ち上げ後に爆

発し、４月にはチェルノブイリ原発事故が起きた。当時、シ

ャトルが失敗する確率は１０万分の１とされていた。毎日打

ち上げても３００年に一度しか起きない、と。また日本の原

発の事故は「５０億分の１、隕石にあたるような確率」など

と言われていた。

　わたしたちは「科学的な」ことばをあたかも真実のように

信じてしまう。そして社会科学的な言葉や、宗教的な真実に

は不確かなこととして捨て置き、あるいは無視し、時には忌

み嫌ってしまう。「科学的」と称されるものがそれほど確か

なことで、「宗教的」と称されることは不確かなものなので

しょうか。

　ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲法の２条１項に「イ

エス・キリストの教えに基づき、相互理解と敬愛の思いにむ

すばれて、…」となっています。また西日本区定款にも、そ

の「国際憲法の精神に基づき」と、その目的が記されている。

わたしたちは新年度出発に当たり、我々がよって立つ基本的

な姿勢をしっかりと見据えて進みたいと願うのです。

　月面着陸を目指す「アポロ計画」に、アメリカが国をあげ

て取り組んでいたのは１９６０年代初頭でした。アポロ８号

の打ち上げの準備のすべてが終わり、発射の秒読みに入った

時、現場の責任者は、大空を見上げながら「あとは祈るだけだ」

とつぶやいたと言われている。近代科学の粋を集め、コンピ

ューターを駆使し、「万に１つ」の手違いもないはずですが、

なお彼は祈ったのです。神の前に謙虚でありたいと願うので

す。

メ　ン　　
7月	 16 日	 小尾　雅彦君

メネット　　
7月	 9 日	 川本　清美さん
	 21 日	 尾関　静枝さん

切手
　飯田　和也君	 10pt
　木本精之助君	 25pt
　成瀬　晃三君	 45pt
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会計より会費納入のお願いです

　ゆうちょ銀行　記号 12120　番号 82306781
　なまえ　ナゴヤワイズメンズクラブ

　会費の納入は、左記口座へ振込にてお願いします。
　できるだけ6ヶ月分42,000円を 7月と1月に納入し
てくださるよう、お願いします。（3ヶ月分ずつ納入され
る方は7月10月、1月、4月に納入して下さい）

と　き　2011 年 7月 13日（水）午後 6時 30分

ところ　名古屋YMCA

　　7月はメンの総会に出席することで、メネットの 7月例

会とします。メネットの皆さんのご出席をお願いします。

7月 9日（土）愛実の会奉仕　加藤朱・西村・加藤邦・木本

7月メネット例会ごあんない

ご　挨　拶

　今期メネット会長をお受けしました飯田です。今までプ

ログラムの中で他クラブのメネットさんと交流が少なかっ

たので、今後予定しています。また愛実の会の食事奉仕に

関しても元メネットメンバーや他クラブのメネットさんの

協力をいただき進めていくことを願っています。

　メンの方やメネットの皆様のご指導とご協力をお願い致

します。　　　　　　　　　　　　　　　　（飯田　純子）

日本区メネット会報告

と　き　2011 年 6月 11日（土）　11時〜 12時

ところ　京都ウェスティン都ホテル京都　コスモスホール

　出席者 147 名、名古屋からは 3名、中部としては金沢

3名、東海 1名、津 1名でした。RSD坂本様のご挨拶に

始まり、今年度の国内事業の報告により東日本の大震災に

よって両親または片親を失した児童の多いことを知りその

為に第 3回日本区役員会において国内事業に対する献金

のなかから 50万円を送ることになった説明がありました。

また今期メネット国内事業の一番目のターゲットとしての

豊島神愛館への軽自動車購入の為の 150 万円の寄付の達

成が出来たことの報告がありました。次期の役員の引き継

ぎ式もすみました。坂本様始め会計、書記、各部の主査の

メネットの方々に感謝申し上げますと共に、次期の役員の

方々にもよろしくお願いしますとして、会を終えました。

　会食の時に京都パレスクラブの川上様、京都ウエストク

ラブ中原様作製のDVDの観賞があり、かわいらしい羽根

のメネット印がついた軽自動車の姿も見せて頂きました。

また会の中で豊島神愛館館長の石原正彦様のおはなしと謝

辞も頂きました。京都部、阪和部、中国部、六甲部、九州

部はクラブも多くそれぞれに良きお働きの様子、中部もも

っとクラブが増えないかな、と思いました。

（尾関　静枝）

　「1年間、メネットのみなさま、ご苦労さまでした。」そ

して本当にありがとうございました。2011 年はおそらく

戦後最大といえる試練の年でしたが、その事態の深刻さの

割には、個人として出来ることに限りがあるような、もど

かしさの内に、日々が過ぎています。少なくとも今までの

生活を見直し、心の内に新しい生き方をさぐる機会になり

ますよう。メネット会もその輪の一つとなれるよう祈って

います。

　相馬会長、伊左治会計にご配慮感謝申し上げます。今期

飯田会長、久保田会計をささえて、また楽しく出発しまし

ょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　（西村　牧子）

メネット会 2011 年 7月〜 2012 年 6月プログラム

月日 プログラム 担当連絡係他 愛実の会
食事奉仕 その他

7/13 ㈬ 名古屋ワイズ
メン総会 飯田

9日加藤（朱）
西村・加藤
（邦）・木本

8/28 ㈰ 中部合同特別
例会 飯田

13日西村・
加藤（朱）・深
谷

中部部会

9/17 ㈯ 長井メネット
を励ます会 西村

10日伊左治・
五島・飯田・
成

10/15㈯
パッチワーク
（クリスマス
オーナメント）

小尾・飯田 8日西村・
加藤（朱）

11/ 未定 尾関・加藤（朱）・
西村・長井

12日西村・加
藤（朱）・久保田

チャリ
ティーラン

12/ 愛実の会クリ
スマス 伊左治・加藤朱 全員

12/ メンと合同
クリスマス

1/21 女正月（五島
宅） 五島・伊左治

2/8 メン　オーク
ション

3/17 ㈯ メネットナイ
ト準備会 飯田・久保田

4/11 メネットナイ
ト 飯田・久保田

5/ 未定
6/ 総会 飯田

会長・飯田　会計・久保田　中部メネット主査・浅野


