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　　主　　題（2012 ／ 2013）

国 際 会 長　　「世を照らす光となろう」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「歳月はY’sをワイズ（賢者）にする」　

西 日 本 区 理 事　　「先頭に立ってワイズの光を輝かそう　クラブで、地域で、国際社会で」

中 部 部 長　　「前へ！声を掛合い！」

名古屋クラブ会長　　「共に手をとり広げよう　"Y's の輪・絆 "」

2012 〜 2013　10　月　号　　(No788)

在　　籍	 27 名
第 1例会	 19 名
　　メネット	 7 名
第 2例会	 9 名
　　メネット	 0 名
ゲスト・ビジター		 3 名
メーキャップ	 3 名
出席率	 84.6%
メネット会	 7 名
ゲスト・ビジター	 0 名

9 月クラブ出席 B　　　F

切手	 125pt

現金	 0pt

小計	 125pt

切手		 890pt

現金	 0pt

累計	 890pt

9
　
月

累
計
（
7
〜
9
月
）

青　木　

飯　田	 ◯

伊左治	 ○

岩　田	 M

尾　関	 ○	

小　尾	 ◎

加藤明	 ◎

加藤晃　

川　口	 M

川　本	 M

木　本	 ○

久保田	 ◎

五　島	 ◎

小　谷	 ○

塩　田	 ◯

鈴　木	 功

千　賀	 ◎

相　馬	 ◎

谷　川	 ◎

寺　田	 　

中　野	 ◎

成　瀬	 ◯

西　村	 ◯

平　野	 ◎

深　谷	 ◯

水　谷　

渡　辺	 ◯

9　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（9/11）
　　メネット　	飯田　伊左治　尾関　加藤（朱）五島　西村　

長井　
　　ゲスト	 白　宇鉉　　趙　鐘徳　　尹　鎬俊

各部部会
８／２５　びわこ部部会　　川本、谷川、成瀬、平野
９／　８　六甲部部会　　　川口、谷川、成瀬、西村、平野
９／　９　京都部部会　　　	尾関、加藤朱、川口、五島、谷川、

中野、成瀬、西村、平野
９／１５　中西部部会　　　	岩田、小谷、相馬、谷川、成瀬、

平野、渡辺
９／２２　阪和部部会　　　谷川、成瀬、平野、渡辺
９／２９　西中国部部会　　	小尾、川本、谷川、成瀬、平野、

渡辺

第　2　例　会

10 月例会プログラム

と　き:2012 年 10月 16日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：11月例会　12月クリスマス祝会の件他

　西日本区大会で西日本区理事を引継ぎ、実際に今季が始まりは

や３ヶ月が経ちました。皆様のご協力により素晴らしいキャビネ

ットが出来上がり動き出したのは約２年前になります。キャビネ

ット会議はもう 21回になります。やはり準備に時間が掛かりま

したが、期が始まれば時間に追い掛けられて進んでいく感じです。

現在は部会回り最盛期です、９月末までに 7つの部で開催され

ました。部会のカラーが色々違うのが楽しくて仕方ありません。

いろいろな準備があり「日本ワイズメン運動 70年史」を少し読

みました。ワイズメンの始まりの性格を正確に受け継いだ部会に

されているところもあります。

　西日本区大会の準備を中部の各クラブの皆様にして頂いてお

り、またキャンペーのため各部会へ一緒に出席して頂いており感

謝します。

　この合間を縫って IBCのソウル聖岩クラブのメンバー 3人が

来られ親睦の時を持ちました。例会に参加して頂き厳かに、そし

て歓迎会は賑やかで楽しかったですね。我がクラブはいつもメネ

ットと共にありですね。各部のメネットアワーを回るとメネット

会のないクラブがまだ沢山あります。

　今月はBF強調月間です。切手剥がしの為社宅の狭い風呂場を

占拠した思い出があります。シーバスリーガルの楽しい話も思い

出されます。

西日本区理事　３ヶ月の記
成　瀬　晃　三

会　　長　五島八郎
副 会 長　川口　恵　飯田和也

書 　 記　千賀　将　　深谷　聡
会　　計　川口　恵　　塩田　保

ブリテン　久保田　平野　伊左治　

と　き：2012年10月9日㈫　6:30p.m.～8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

	 	 司　会	 千賀　　将君

開会宣言　	 	 会　長	 五島　八郎君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷	 	 寺田　仁計君

食事

プログラム	

　　「楽しい手品（マジック）」

　　　　　若松景子様他

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ	 	 中野　美幸さん

讃美歌　　452

閉会宣言	 	 	 会　長　五島八郎君



(2)

と　き：2012 年９月 11日（火）　６：30p.m. ～８：30p.m.

ところ：名古屋YMCA

　夕に秋を感じながら、なお残暑の厳しい中、９月の第一例

会は楽しい、そして有意義な集いになった。

　「児童養護施設から見える子どもの貧困問題」と題して、

植田望氏のお話を聞くことができた。氏は名古屋キリスト教

社会館の草創期から関わり、主事・館長として大きな働きを

され、今は緑区にある児童養護施設や乳児院の中央有鄰学院

の理事長、施設長として大きな責任を担っておられる。

　子育て出来ない親、虐待によって子どもを死に追いやる親

が後を絶たない時代の中で、幸い保護されて乳児院に引き取

られても、人間として健全な発達に必要な母親の愛情を受け

ることなく成人していく者、あるいは未成熟のまま、あるい

は少しばかりの知的障害であるため、知的障害者として認定

されず、社会に放り出されても社会に適応できず、行き場が

なく、ホームレスなどとして暮らさざるをえない人。しかし

そのように１５歳、あるいは１８歳で児童養護施設を出て行

かざるをえない人がどのような暮らしをしているかさえ、追

跡調査もされていない実態であるという。今日の社会の青少

年、特に何らかの不幸な環境の中で育った若者の深刻な問題

点の指摘をいただき、現代社会のひずみ、様々な矛盾に気付

かされた。

　また、３０数年来の IBCである聖岩クラブから白宇鉉会

長、趙鐘徳さん、尹鎬俊さんの３人を交えての例会となった。

３人は聖岩クラブからの公式訪問で、我が名古屋クラブの第

一例会に合わせて来名され、今晩の例会に出席され、白会長

の日本語で挨拶をいただいた。白会長以外は名古屋が初めて

ということで、皆さんで歓迎して案内することになっている。

また、尾関明ワイズが今月１３日で９０歳になられることが

披露され、皆で祝福し、ますますワイズと共に元気に活躍さ

れることを祈る時となった。尾関ワイズから記念に「子犬と

子ねこのサブレ」というしゃれたクッキーをいただいた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（西村　清）

と　き：2012 年 9月 18日（火）19：00～ 20：30

ところ：名古屋YMCA

第 1例会プログラムについて

10月　西マジッククラブ　若松景子様他 3名から 4名

11月　パーカッション奏者　

1）クリスマス例会

　	12 月 8 日（土）18：00 ～中央教会礼拝　19：00 ～　

アパホテルにて祝会

　	会費メン・メネット・ゲスト・コメット（小学生以上）

7000 円

　	余興は腹話術師の方へ依頼する　ドアプライズは1000円

程度の商品　担当は谷川・千賀

2）ワイズポテトの件

　ポテト 1箱 1600 円　かぼちゃ 1箱 2200 円

　	10 月 13 日南山 YMCAで引き取り　10 月第 1例会で料

金は徴収する

3）	名古屋グランパスワイズメンズクラブ 20周年記念「被

災地応援ツアー」について

　11/3 ～ 11/4 に仙台周辺中心に訪問し行われる

4）チャリティーランの件

　	11 月 10 日（土）開催　名古屋ワイズメンズクラブはみ

たらし団子を出店する

5）国際教会投票の件　五島会長により行われた

6）聖岩クラブ　歓迎会の件報告

7）その他

　	11/3（土）　	13：00～ 17：00名古屋 YMCAにてメネッ

ト事業「心のケアプログラム」行われる

　	10/6（土）	10：30 ～日進ふれあい交流会　名古屋クラ

ブからは支援金 27名×500 円＝ 13500 円支

出する

　	10/8（祝）	根ノ上まつり　10/28 南山 YMCAにてピー

スフルサンデー行われる

第一例会ゲスト紹介
ゲスト　若松景子さん（西マジッククラブ）

「活動は　西マジッククラブに所属し　主に　コミニティーで福祉会館、児童会館、

幼稚園、保育園等にて　手品 (マジック )をひろうし　喜んでいただいています。」

■■■		第 1 例 会 レ ポ ー ト	 ■■■

■■■		第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■



(3)

聖岩クラブ　白会長公式訪問

　名古屋クラブ第一例会に合わせ９月１１日～１４日の日程

で、韓国聖岩クラブの白　宇鉉会長、趙　鍾徳さん、尹　鎬

俊さんの３名が来日された。趙さんと尹さんは、入会間もな

いとの事で白会長曰く、名古屋クラブとの交流が聖岩ワイズ

メンズクラブの登竜門だと、嬉しくもあり、恥ずかしくもあ

るお言葉を頂戴した。五島会長始め西村交流委員長、相馬委

員が先頭に立ち、ワイズメンズクラブを堪能して頂こうと、

犬山を中心にしたおもてなし企画を用意しました。韓国には

川下りと表現する物がないそうで、日本ライン下りで遊び趙

さんは頭から水をかぶり日本でスリリングな経験をし、夜は

鵜飼と幽玄な世界を堪能して頂けた様子だった。名古屋クラ

ブ参加メンバーのうち数人が鵜飼初体験で良い体験が出来た

と一緒に楽しんだひと時でもあった。夕食後の二次会のカラ

オケでは西村メネットのローレライで一同酔いしれ、夜が更

けて行きました。翌日の歓迎会では、川本君も東京から駆け

つけメンバーに加わり名古屋クラブメンバーから心より歓迎

し、これぞ　ＴＨＥ　ワイズ！　とお互い本当に楽しい会で

あった。書道関係で参加出来なかった久保田君より日本酒「久

保田」の差し入れがありましたが、白会長にお土産としてお

持ち帰り頂きました。現在アジアの環境が目まぐるしく変わ

る折、このような民間交流が一番必要だと改めて感じた次第

であった。今回の聖岩クラブ会長公式訪問に際し、先方との

連絡等大阪土佐堀クラブ岩田晋ワイズのご協力頂いた事を報

告すると共にお礼申し上げます。また、残暑厳しい日が続い

た中で、多くの名古屋クラブメンバーが参加して盛り上げて

頂いた事。合わせて感謝申し上げます。ありがとうございま

した。来年は、五島会長ご夫妻＋αで聖岩クラブへ訪問さ

れるとの事。ＢＣ交流がクラブ発展の一因として末長く続く

ようにクラブ一丸となってサポートして行きたい。

９／１１　空港お迎え・市内観光　　

　　　　　小尾、五島、相馬、谷川、成瀬、西村、平野

９／１１　犬山観光

　　　　　	加藤邦、五島、五島美、相馬、中野、西村、

　　　　　西村牧　成瀬、平野

９／１２　歓迎会

　　　　　飯田、飯田純、伊左治、伊左治ク、尾関、尾関静

　　　　　小尾、加藤明、加藤朱、川本、木本、五島、塩田

　　　　　相馬、中野、成瀬、西村、西村牧、平野、深谷

　　　　　渡辺、長井

ゲスト　義井、東田

９／１３　空港見送り

「だれかが、１ミリオン（1,480 ｍ）行くように強いるなら、一緒に２
ミリオン行きなさい。」

マタイによる福音書 5：41

西　村　　清

　聖書の時代に、ローマの属国となったユダヤでは、ローマ

兵の荷物を強いられて１ミリオン（1,480 ｍ）の距離だけ持

って歩かなければならなかったのです。インドのガンジーが

イギリスから独立する運動として「無抵抗主義」を主張し、

抵抗するより無抵抗の方が有効であると考えました。１ミリ

オン強いられたなら１ミリオン行くだけという姿勢です。抵

抗運動の一種ですからそこには怨念を秘めていました。

　しかしイエス・キリストは冒頭の聖書のように２ミリオン

行くことを勧めています。怨念にみちて、忍従しながら１ミ

リオン行くのではなく、２ミリオン行くのは、愛の積極性が

なければ出来ないことです。

　ニーチェがイエスの中には「怨念」が見られると述べてい

るようですが、この「１ミリオン」と「２ミリオン」との間

の本質的な違いを十分認識していればこのような誤解は生ま

れなかったのではないでしょうか。愛の積極性の中にイエス

の本当の姿勢があるように思います。

　ワイズメンは一個の「理想主義者」でなければならないと

入会の際に誓います。この愛の積極性こそワイズのあるべき

姿ではないかと考えます。

ポテトの受取り　10 月 20 日 14 時～

　　 　　　　　　 
南山ＹＭＣＡ

400 箱の荷下ろしがあるので 14時になるべく来て下さい。
協力お願いいたします。
※お支払いは、10月第一例会　担当、小谷、寺田
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１０月２０日（土）

　　と　き　１０：００～１４：００

　　ところ　名古屋YMCA

『愛実の会クリスマス』のプレゼントを作成します。ご参加

下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　　長井

西日本区大会メネットアワー、プレゼントのアイデアをお持

ち下さい。

１０月１３日（土）　愛実の会奉仕

　　　　　　　　　　担当　　加藤（邦）・加藤（朱）・西村

10月メネット会ごあんないメネット 9 月例会報告

聖岩のゲストと共に 4 日間

　長良川の鵜飼見物は、メネット会 9月のプログラムに

なる筈でした。棚からぼた餅で聖岩のお客人をお迎えし、

メンと合同でそれが実現しました。ホテルでの豪華夕食会、

「如庵」での静かな茶席、転じて華やかなカラオケまで（残

念ながら私はラインの波ををかぶることは、かないません

でしたが、、）、楽しい一日を過ごせて、本当にラッキーで

した。鵜飼船のなかで尹さんと少しお話し？出来たり、趙

さんの「オカワリ」連発には韓国風マナーに感心したり笑

ったり、何しろお抹茶やコース料理の刺身まで「オカワリ」

ですから。

　物静かな尹さんがベトナム戦の兵士だったこと、おみや

げ屋でプレゼントしたすげ笠を被って炎天下の城下町を歩

いて下ったこと。カラオケの美声と演技力には脱帽。最近

少々体力に自身がなくなりましたが、こうして聖岩クラブ

との交わりに入れていただけるのは、何という有難いこと

かと感謝し、白先生の熱い思いに応えて行かねばとの新た

な感動を覚えたことでした。

　お二人さん、名古屋はいかがでしたか。次はきっとメネ

ットさんもご一緒にね。　　　　　　　　　（西村牧子）

切手
木本精之助君	 5pt
深谷　　誠君	 120pt
　　計	 125pt

メ　ン　　
10月	5 日	 飯田　和也君
	 5 日	 千賀　　将君
	 7 日	 加藤　明宏君
	 27 日	 深谷　　聡君

メネット
10 月 3日	　渡辺規子さん
	　　			6 日　岩田昌子さん

	10 月	 6 日	寺田仁計・純子夫妻
	 	28 日	岩田鑛一・昌子夫妻

『ワイズメンの賢い話』(No196）

『主に望みをおく人』

　「この間の“敬老の日”に、かなり高齢な人たちが、

スポーツや芸能の世界で、活躍していることが報道され

て、それを見て感動したよ。しかも、この人たちは、現在、

活躍している分野は、かなり年をとってから始めたと言

っていた人が多かったね」。「そうだね。若い人たちと勝

負すれば、負けることはあるかも知れないけれど、その

熱意はすごいね」。「体力や能力は、若い人たちに比べれ

ば衰えているけれど、年をとっても新しいことに挑戦す

るということは素晴らしいね。どんなに年をとっても、

どんな分野であっても、新しいことに挑戦するというこ

とは、自分の老朽化を避けるために必要なのだね。だけ

ど、年とってから、新しいことに挑戦するということは

かなり難しいよ」。「そうだけど、ある人が“もう年だか

らできない”とつぶやいたらもうおしまいだと言ってい

たよ。ちょっと難しいかも知れないが、ある程度ならで

きると思ったら、挑戦することが必要なのだよ」。「私は、

だいぶ年をとってきて、いろいろな面で衰えているので、

毎日、なんとか生きていけるのは、神様によって生かさ

れていると信じるようになったよ。それこそ、イザヤ書

４０章３１節にあるように“主に望みをおく人”として

生きていきたいと思っているのだよ。そうすれば、神様

は“新たな力を与えられる”のだよ。そして、鷲のよう

に翼を張って上ることができるのだよ」。（寺田仁計）


