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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　6　月　号　　(No784)

在　　籍� 27 名
第 1例会� 17 名
　　メネット� 10 名
第 2例会� 11 名
　　メネット� 　0名
ゲスト・ビジター�� 7 名
メーキャップ� 4 名
出席率� 　84.6%
メネット会� 10 名

5 月クラブ出席 B　　　F

切手 75pt

現金 0pt

小計 75pt

切手�2480pt

現金 22000pt

累計 24480pt
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青　木　

飯　田� ◯

伊左治� ○

岩　田� ◦

尾　関� ○

小　尾� ◎

加藤明� ◦

加藤晃　�

川　口� M

川　本� M

木　本� ○

久保田� M

五　島� ◎

小　谷� ○

塩　田� M

鈴　木� 功

千　賀� ◎

相　馬� ◦

谷　川� ◎

寺　田

中　野� ◎

成　瀬� ◦

西　村� ○

平　野� ◎

深　谷� M

水　谷　

渡　辺� ◎

5　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（5/19）
　　メネット　�飯田　伊左治　尾関　加藤（朱）　加藤（邦）　

五島　千賀　西村　平野　長井
　　コメット　千賀　平野
　マゴメット　西村（2）
　　　ゲスト　8　東海　八木　浅野　長谷川　小尾 5

第一回準備役員会（4/14 〜 15：大阪）　
　　　　　　�成瀬　平野　渡辺　谷川　川口
大阪高槻 30 周年記念例会（4/15）　成瀬　平野
彦根 30 周年・長浜 25 周年記念例会（4/15）　渡辺　谷川
東西理事連絡会議（4/21：東京）　成瀬　平野　渡辺
京都パレス 40+1 周年記念例会（4/22）　成瀬　平野　谷川
東北被災地視察（5/28 〜 30）　成瀬　平野　
　　

第　2　例　会

6 月例会プログラム

と　き:2012 年 6月 19日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：次年度プログラム他

　会長を仰せつかって早一年、大過なく務めさせていただきまし

たと言いたい所ですが、スタートでいきなり一ヶ月入院してしま

い、ご心配とご迷惑をかけてしまいましたが、皆さんの暖かい

サポートでなんとかここまで来れて本当にありがとうございまし

た。

　一年前、会長就任に当たりこのブリテンの巻頭言で 2つの懸念

を申し上げました。ひとつは多年に渉って名古屋ワイズに大きな

働きをされてきた長井メンがお亡くなりになった穴を一体どうや

って埋めるのか？　もう一つは次期に成瀬メンが西日本区理事に

成られ、私も含め何人かのメンバーがそのキャビネットに入るた

め、自クラブと西日本区というに 2正面作戦をしなければならな

い事です。

　そして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、全員参加で名古屋クラブを楽しく

有意義なものにしましょう、と申し上げました。

　幸い皆さんのご協力を得て、2度目の EMC例会や多くのゲス

トを迎えて 3クラブ合同クリスマス例会など、ある程度きちんと

例会が出来たかなと思う反面、我がクラブの重要課題であります

会員増強（EMC）には残念ながら今のところ繋がっていません。

一年間ありがとうございました

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

と　き：2012年6月13日㈬　6:30p.m.～8:30p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

� � 司　会� 五島　八郎君

開会宣言　� � 会　長� 渡辺　真悟君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 加藤　明宏君

食　　事

プログラム

　　　各委員会次年度方針作成　　　　　　

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ� � 相馬静香さん

賛 美 歌　452�

閉会宣言　� � 会　長� 渡辺　真悟君



(2)

と　き：2012 年 5月 19日㈯　11:00a.m. ～ 2:00p.m.

ところ：名古屋YMCA根の上キャンプ場

　久しぶりに根の上キャンプ場で例会が行われました。新緑

が美しく、また好天に恵まれてバーベキューを楽しみました。

最高の気分を参加者が味わうことが出来たことは喜びです。

　東海クラブから 3名、昨年のクリスマスに来て下さった

ビバラムジカのメンバー 5名そして名古屋クラブのメン、

メネット、コメット 27名、合わせて 35名の楽しい会でした。

　食材や飲み物の調達、場所の準備などに関わって最高の気

分を味わうことが出来るようにして下さったメンバーに心か

ら感謝したいと思います。

　楽しい反面、暗い話を耳にしました。根の上キャンプ場を

閉鎖しようという計画です。根の上にキャンプ場が出来て

60年になりますが、ここのキャンプで育った人たちが、今、

YMCAやワイズの中心的な働きをされているといって過言

ではないと思うのです。東海ワイズが厨房、トイレ、さらに

メンバーが個人で立派なキャビンを寄贈されるなど、キャン

プ場の維持にとても努力されていることを忘れてはならない

と思います。

　日和田高原のキャンプ場は活動の場が夏だけですが、根の

上は厳冬期を除いて利用できるキャンプ場であるわけです。

在名のクラブが合同して、その気になれば、メインロッジの

更新も出来ないことはない、という話も出ました。

　豊かな自然に恵まれた根の上キャンプ場を是非残しておき

たいと思う次第です。

なかなか一朝一夕に入会者を増やす訳にはいきませんが、次

年度以降も粘り強くワイズへの理解者や入会者予備軍を増や

すことを行いましょう。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

YMCA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。ぜひ入会してくれる方が増え

て欲しいものです。

　さあ、いよいよ 7月から名古屋クラブから成瀬理事が誕生

します。成瀬新理事とキャビネットメンバーへのサポートも、

それから五島次期会長へのご支援もお願いいたします。

　一年間ありがとうございました。

と　き：２０１２年 5月１5日（火）１９：００～

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

1）６月ＣＳ事業（潮干狩り）について

　�６月 23日（土）開催の潮干狩りついて社会館スタッフを

交え打ち合わせ。

　開催地は昨年同様乙方海岸で行う。

　�費用は一人 800 円。招待は園児のみとして付き添いの方

は実費頂く。

　参加予定者数は約 300名。

　クラブ参加者は１０時に喫茶ベスパに集合。

２）５月野外例会について

　�参加予定者 33名（内バス乗車予定者は 14名）乗車予定

者は、９時 15分に名古屋中央教会集合。

　�食材は小尾君、飲み物は渡辺会長、炭は千賀君、名札・歌

詞カードは加藤明君が担当。

　参加費は２, ５００円。

３）６月第一例会プログラムについて

　�次年度を中心に話し合うが、グループ分けは渡辺会長と五

島次期会長が担当。詳細はブリテンに掲載。

４）クラブ会費改定について

　�若年会員の会費を 3,000 円。特別メネットを 2,000 円と

変更する事を６月第一例会で確認。

５）７月第一例会（総会）について

　開会時間は１９時～　間違いのないように。

　�総会資料の原稿を各委員長に依頼。担当は平野書記。６月

第二例会まで揃えたいので次年度予算を含め会計と打ち合

わせする。

６）西日本区大会の件

　�宿の変更があり差額を徴収。クラブより一括で支払うので

各メンバーは会計に支払う。

７）その他

　・�５月２７日 (日）午後に国際協力街頭募金開催（アフガ

ニスタン　ラホール支援）

　　参加者は栄三越前に」午後１：１５集合

　・ロースター校正を第一例会で確認　　　　　（平野実郎）

■■■��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』(No194）

『聖霊って何だかわかる』
　「この間は、復活節（イースター）のことをお話しし

たけど、イエス様が復活されてから５０日後にたった後

で、弟子たちのところに聖霊が降されたことを記念する

日が聖霊降臨日（ペンテコステ）と言うのだよ。そし

て、今年は５月２７日であったのだよ。キリスト教にと

っては、ペンテコステは、クリスマス、イースターと並

んで重要な日なのだよ。それは、弟子たちに聖霊が降臨

されたことによって、キリスト教の教会が出来たという

のだから」。「そうか。キリスト教の教会が出来たという

ことを記念するペンテコステが重要であることは分かる

けど、弟子たちに降された聖霊って何なの？」。「そうだ

ね。復活ということも分かり難かったけれど、聖霊の方

がもっと分かり難いかも知れないね。ひとことで言うな

らば、神様の御業ということなのだよ。もともと漁師で

あった弟子たちが、世界的な宗教となったキリスト教を

立ち上げたということは、弟子たちが有能であったから

ではなくて、弟子たちの働きの中に神様の御業が働いて

いたと理解する以外には考えられないのだよ」。「それで、

神様の業である聖霊は今でも働いているの？」。「もちろ

ん、働いているよ。私たちが予想出来なかったような良

い結果を得ることができたならば、それが神様の御業で

ある聖霊の働きであると受けとめるならば、私たちは素

直に神様に感謝することができるよ」。「そうか。キリス

ト教にとっては、聖霊の働きということは重要なことな

のだね」。「そうだよ。だから、私たちは聖霊が降される

ことを真剣に祈り求めて、自分が出来る最大の努力をし

ていくことが重要なのだよ」。　　　　　　（寺田仁計）

　「悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ、聞く人に恵みが与え
られるように、その人を造り上げるのに役立つ言葉を、必要に応じて
語りなさい。」

エフェソの信徒への手紙４：２９

西　村　　清

　野の百合や空の鳥を見て、沈黙ということを学ぼう、とキ

ェルケゴールは言いました。たわいもないことをどれだけ多

くしゃべっても意味のないことだというのです。むしろ、私

たちは、空しい言葉をどれだけしゃべっているでしょうか。

それどころか、語るべきでない言葉を口にし、他人を傷つけ

たり、逆に語るべき時に勇気をもって語ることをしなかった

ことの方が多かったのではないでしょうか。「語るに時があ

り、黙るに時がある……」（コヘレトの言葉３：１～８）と

旧約聖書では語られています。しかし実際、こういうことは

なかなか難しいことです。

　今月の聖句では、人の徳を高めるような言葉を語りなさい

と勧めています。信仰的な言い方をしますと、神への畏れの

気持ちが薄れると、「舌を制する」ことを忘れます。また品

位を欠いたおしゃべりは、他人を傷つける以上に自分自身を

汚すことになります。情けないことですが、ひどい言葉はい

つまでも心に残るものです。

　聖書は別な箇所で、ローマの信徒への手紙３：１３以下に、

「彼らののどは開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、

その唇には蝮の毒がある。口は、呪いと苦味で満ち、……彼

らの目には神への畏れがない。」とあります。聖書にしては

ひどい言葉です。しかし、「その唇には蝮の毒がある…」と

いうのは、人の発する言葉で、他の人をひどく傷つけ、時に

はその人を死に追いやることも起こりうるということなので

す。そしてそれは、「神への畏れの気持ち」を持っていない

人に起こりうるというのです。語る時、黙る時をわきまえた

いものです。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。（功

労会員と特別メネット会員は年額36,000円です）

　会費の納入は右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）

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

会計より
会費納入
のお願い
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と　き：２０１2年 6月 16日（土）　11時

　　　�6 月のメネット会は総会です。今年度の反省と来年度

のメネット活動に対してご意見をお願いします。

ところ：オーキッドルーム（ランの館　2F）

　　　前津通り沿いに専用入口があります。

　　　地下鉄の場合　�名城線　矢場町下車 4番出口から南

へ徒歩 3分

　　　TEL�052-269-1919

　　　11時現地集合

会　費：2,500 円（ランチのコース）

　　　出席者のみ 6月 10日までに、飯田まで連絡ください。

　　　たくさんの方のご参加お待ちしています。

6月 9日（土）愛実の会奉仕は都合によりお休みです。

6月メネット会ごあんない

　話は変わりますが、５月１２日新潟の鈴木ご夫妻宅を訪

問しました。玄関で愛犬ロンのあつい歓迎を受け、５年ぶ

りの再会へ。「三日前に９３歳になったんだ」とおっしゃ

る武二さんは、月に１～２度教会に行く以外はほとんどお

家の中で過ごしておられます。侯子さんの刺繍の作品に囲

まれたお部屋で待っていてくださり，ＹＭＣＡの懐かしい

話に花が咲きました。侯子さんは刺繍を教えるのはやめた

そうですが、英会話を習ったり、ブローチを作ったり、お

料理もされるそう。「揚げ物や煮物は私の担当」とまだま

だお元気で、来年名古屋で開催される西日本区大会に「私

も行こうかしら」とおっしゃっていました。どうぞお待ち

しています。

　新潟は酒、魚、米などおいしいものがたくさん。小牧か

ら飛行機で４５分と思ったより近いです。是非皆さんも鈴

木御夫妻に会いに行ってはいかが？

（加藤朱美）

メネット 5 月例会報告

と　き：２０１2年 5月 19日（土）

ところ：根の上キャンプ場

　さわやかな五月晴れの５月１９日、例会で根の上キャ
ンプ場に行きました。ビバラムジカの皆さん、東海クラブ

の有志、初めてお会いするメネットさん、コメットさん、

マゴメットさんなど世代を超えた大勢が集まり、にぎやか

な会となりました。まずはバーベキュー。火を起こす人、

焼く人、食べる人、それぞれ役割を果たし、新鮮な空気

とともに小尾さん調達のおいしいお肉に舌鼓。デザートか

らコーヒーまで用意してあり大満足。おなかがいっぱいに

なったところで歌のコーナー。渡辺会長ご自慢のギター、

マーチンによる伴奏で、若い頃に戻って歌ったり踊ったり

楽しい一日でした・・・が最後に大きなハプニングが待っ

ていました。谷川さん運転のバスのタイヤがパンク！！！

幸い事故にはなりませんでしたが、修理に時間がかかりそ

うなので、半数は東海ワイズの浅野さんと長谷川さんに分

乗させてもらい名古屋へ。残りの人で修理を待って帰路に

着きました。東海ワイズのお二人に感謝。そして皆様本当

にお疲れ様でした。

切手
　鈴木武二君� 75pt

メ　ン　　
6月� 12 日� 渡辺　真悟君
�

メネット　　
6月� 22 日� 平野　愛子さん
� 30 日� 水谷　道子さん


