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○第 1　　第 2　　◎第 1・第 2　Mメーキャップ

　　主　　題（2013 ／ 2014）

国 際 会 長　　「全ての世界に出て行こう」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「未来を始めよう、今すぐに」　

西 日 本 区 理 事　　「志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましょう」

中 部 部 長　　「長所を活かして生き生きと！」

名古屋クラブ会長　　「出会い、ふれあい、響きあい、前へ進もう。」

2013 〜 2014　2　月　号　　(No804)

在　　籍	 25 名
第 1例会	 18 名
　　メネット	 3 名
第 2例会	 7 名
　　メネット	 0 名
ゲスト・ビジター		 名
メーキャップ	 1 名
出席率	 84%
メネット会	 9 名
ゲスト・ビジター	 　2 名

1 月クラブ出席 B　　　F

切手	 270pt

現金	 7000pt

小計	 7270pt

切手		 1875pt

現金	 15000pt

累計	 16875pt

1
　
月

累
計
（
7
〜
1
月
）

飯　田	 ◯

伊左治	 ◯

伊　藤	 ◯

岩　田	 　

尾　関	 ○	

小　尾	 ◯

川　口	 ◎

川　本	 M

河　部	

木　本	 ○

久保田	 ◦

五　島	 ◎

小　谷	 ◯

塩　田	 ◎

千　賀	 ◎

相　馬	 ◯

谷　川	 ◯

寺　田	 　

中　野	 ◎

中　村	 ◯

西　村	 ◯

平　野	

深　谷	 　

義　井	 ○

渡　辺	 ◎

1　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（1/14）
　　　　　　メネット　	伊左治　尾関　西村

EMC セミナー（1/18）  小尾　川口　川本　木本　五島　小谷			
塩田　相馬　西村　中村　渡辺

メネット会（1/18）  飯田　尾関　伊左治　加藤（邦）　　
	 	 木本　五島　西村　長井　深谷　
　　　　　　　ゲスト　小池　成

第　2　例　会

2 月例会プログラム

と　き:2014 年 2月 18日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：3月例会の件他

　新しく年が代ったと思っていたら早くも 2月。2月第二火曜日

が祝日（建国記念日）のため名古屋クラブの第一例会は 1週は

やく 4日となった。この 2月 4日は自然と共に生きる知恵から

生まれた暦 24節気の一番最初の「立春」。

　立春は春の始まりであると同時に一年のスタートでもあったよ

うで、今でもお正月のことを「新春」「初春」などと呼ぶのは古

代中国で考えだされたこの暦が 5・6世紀ごろ七十二候を含め日

本に伝わった頃の名残ではなかろうか。

　まだ春は産声をあげたばかり、実際は一年のうちでも気温は一

番低い時期、それでも一進一退を繰り返しながら確実に暖かくな

っていく。日脚も延び（冬至から数えると 40分も日の入りが遅

くなっている）、日差しも明るさを増してきた。丁度この時期ロ

シアでは「光の春」というそうだ。きっとそれ迄冬は暗く、太陽

の明るさから春を感じることから生まれた言葉と思われる。また

俳句では立春を過ぎると寒さが厳しくても「余寒」「春寒」など

とどんなに冷え込んでいても心はもう春なのだ。

　「東風解凍」「草木萌動」「蟄虫啓戸」「桃始笑」今年は、名古屋

クラブの全メンバーが特に EMCに重点をおいて前進せねばと感

じている。（1月例会に欠席した私の年頭所感）

立　　春
久 保 田　　啓

会　　長　川口　恵
副 会 長　飯田和也

書 　 記　千賀　将　　深谷　聡
会　　計　塩田　保　　川口　恵

ブリテン　久保田　平野　伊左治　

と　き：2014年2月4日㈫　6:30p.m.～8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
	 	 　司　会　尾関　　明君
開会宣言　	 	 　会　長　川口　恵さん
ワイズソング
聖書朗読・祈祷	 	 木本精之助君
食事
プログラム
卓話　「トップスクラブの成長戦略」
　　　京都トップスワイズメンズクラブ会長	 高坂　　訓氏
　　　「トップスクラブこれまで ! これから！」
　　　京都トップスワイズメンズクラブ次期 EMC事業主任	
	 	 	 河原　正浩氏
　　　「新メンバー獲得と成長スパイラル」
　　　京都トップスワイズメンズクラブ次期 EMC事業主査	 	
	 	 	 牧野　篤文氏
諸報告
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ	 	 小谷　治郎君
讃美歌　494
閉会宣言	 	 	 会　長　川口　恵さん



(2)

■■■		第 1 例 会 レ ポ ー ト	 ■■■

とき：2014 年 1月 14日（火）　６：30pm～ 8：30pm

ところ：名古屋YMCA

　年が新たまり、新年初の例会は恒例の 1分間スピーチで

スタートです。

今年一年の抱負や年末からお正月をどのように過ごしていた

か、それぞれが置かれている生活環境が思い浮かぶような心

温まるひとときであった。

とはいえ、1分間・・・６０秒の秒針を２人の計測係りがす

るどくチェック！タイムオーバーになると、“チーン”と鐘

の音が。ドキリとし、思わず着席してしまうシーンもスピー

チの内容より笑いをとるパフォーマンスであり、見逃がすわ

けにはいかなかった。

　今年も皆さまお元気で、例会出席率の高い名古屋クラブ

に！　各種行事には知人を誘い共に活動できる仲間を生みだ

そう！　

　皆さまのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。

（中野美幸）

■■■		第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

と　き　2014 年 1月 21日（火）

ところ　名古屋YMCA

１.　2014 年度新役員選任（案）について

２.　2月例会の件

　　卓話　	京都トップスワイズメンズクラブの高坂会長他 2

名。いずれも EMC関連のメンバーが来訪 3名に

よる卓話。

３.　今後の中部及び西日本あるいはDBCの行事予定の確認

　①第 2回中部障がい者アート展

　　4月22日（火）～4月27日（日）・名古屋市民ギャラリー栄

　　	谷川さんが 2月に東海クラブと、プラザクラブ例会に

出席して説明される予定。他クラブで協力できる人は、

各自谷川さんへ報告することに決定。

　②インド国際大会（2014 年 8月 7日～ 10日）の案内

　　	申込締切は 5月 22 日ですが、3月 31 日までの登録完

了（大会本部）で大会登録費が 5,000 円お安くなります。

2月例会で申込用紙を配布。国際大会登録案内ページ（ト

ラベルファイブジャパン）http://travel-5jp/kokusai-

india/

　③熱海グローリークラブ 30周年記念例会

　　4月 20日（日）熱海後楽園ホテル　登録費 10,000 円

　④紀の川クラブ 30周年記念例会　

　　7月 6日（日）ホテルグランヴィア和歌山

　　11：30から 15：00食費 10,000 円

中部 EMC セミナー

　2014 年 1月 18 日（土）中部 EMCセミナー委員会主催

のもと西日本区 EMC事業主任為国光俊氏（京都パレス）と

中部部長平口哲夫氏（金沢犀川）を招き名古屋 YMCA３階

会議室に於いて全参加者 42名により開催された。

　内容はテーマ中部EMC200に向けて仲間を増やそうと「事

例や経験をどう活かすか」「中部 200の目標にどう対処する

か」などまた名古屋クラブから木本精之助君が過去名古屋ク

ラブの誇る記録「出席率 100％を連続 40ヶ月」当時の体験・

秘話などユーモアを交えて披露された。そして最後に一言 !!

苦労してせっかく入会したメンバーがクラブの持っている魅

力を感じないまま消えていく。このもどかしさをスポンサー

だけでなくクラブ及び部全体的にバックアップをする必要が

大切なのだ。

　これがこの日のセミナーの一番の重要点と思われた。

（川本龍資）
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「強く、また雄々しくあれ。恐れてはならない。彼らのゆえにうろたえ
てはならない。あなたの神、主は、あなたと共に歩まれる。あなたを
見放すことも、見捨てられることもない。」

申命記３１：６（旧約聖書）

西　村　　清

　教会では、「あかし」といって自分の信仰体験を証言する（言

い表す）ことがあります。さまざまな苦しみや悲しみを経験

されている方が、「神様はいつも私によりそって励ましてく

ださいました」とあかしされたことがあります。それがどう

いうことはわかりません。その方の信仰からくる確信、ある

いは実感だったのかもしれません。

　キリスト教の有名な、言い伝えられてきた話があります。

ある夜、私は夢をみました。私は浜辺を歩いていた。暗い空

に、私の人生のさまざまな出来事がひらめいては消えた。そ

れぞれの場面には、二組の足跡が砂の上に残されていた。一

つは私の足跡、もう一つは主イエス・キリストの足跡でした。

私のこれまでの生涯が映し出された時、私は振り返って、砂

に刻まれた足跡を見ました。一組しかない足跡があって、そ

れは私の人生のうち、最もみじめな時、悲しみの極みにあっ

た時のものでした。何故なのか、どうしてなのか。悩みの果

てに、私は主イエスに尋ねました。

「主よ、私があなたに従って生きようと決心した時、あなた

はおっしゃったではありませんか。ずっと一緒に歩み、語り

合ってくださると。でも、私の人生で一番つらかった時、足

跡はたった一組だけでした。私があなたを最も必要としてい

た時に、あなたは何故、私を一人ぼっちにされたのですか。」

主のささやく声が聞こえてきた。「私のいとしい子よ、わた

しはあなたを愛している、あなたの試練の時、苦しみの時に

も、わたしは決してあなたを見捨てることはない。あなたが

見た、ただ一組の足跡、それは私があなたを背負っていたか

らなのだ。

わたしたちが困った時、祈って平安が与えられることは大き

な特権です。祈ることですぐ解決案が具体的に示されるとい

うことはありませんが、少なくとも「助けて下さる」と信じ

ることができればどんなにすばらしいことかと思うのです。

2013 年度役員 2014 年度役員（案）
会長 川口 会長 千賀

副会長 飯田 塩田 副会長 渡辺 伊藤

書記 千賀 深谷 書記 谷川 河部

会計 塩田 川口 会計 塩田 川口 義井

直前会長 五島 直前会長 川口

ＥＭＣ 五島 西村 中村総主事 ＥＭＣ 五島 木本 中村 川口

Ｙサユース 小尾 深谷 義井 Ｙサユース 小尾 深谷 河部 義井

地域奉仕環境 小尾 谷川 地域奉仕環境 小尾 谷川 河部

ファンド 五島 岩田 飯田 ファンド 五島 岩田 飯田

交流 西村 相馬 交流 西村 相馬

広報 五島 小谷 渡辺 広報 五島 小谷 渡辺

ブリテン 久保田 平野 深谷 ブリテン 久保田 平野 千賀

伊佐治 伊佐治

クラブサービス 小谷 伊藤 河部 クラブサービス 小谷 深谷 伊藤

渡辺 寺田 渡辺 寺田

文献保存 木本 久保田 五島 文献保存 木本 久保田 五島

監事 尾関 監事 尾関 岩田

メネット会長 長井 メネット会長

連絡主事 中野 連絡主事 中野

メール委員 川本 メール委員 川本

中部主査 五島 中部主査 川口

役員案
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と　き：　２月１５日 (土）　　10:00 ～ 14:00

ところ：　名古屋ＹＭＣＡ

　製作途中になっています、わたわたフェルトの羊さんに再

挑戦したいと思います。

　お手持ちの用具（フェルト用マット、ニードル）わたわた

フェルトを持ってお集まり下さい。

　お持ちでない方もご用意しますので、長井までご連絡下さ

い…１３日 (木）までに。

　初めての方もご参加お待ちしています。

2月メネット会ごあんない1 月メネット例会（女正月）報告

と　き　2014 年 1月 18日（土）

ところ　栄三越 9F東洋軒

　新しい年をむかえて最初のメネット会にお久しぶりの小

池さん、成さんの御二人を迎えての会となりました。小池

さんはご夫妻ともお体の調子がおわるいと伺っておりまし

たがお元気そうで前と変わりなく安心しました。成さんは

時々お顔をみせて下さいますが例会にはお久しぶり、お傍

の席の方々とはお話が弾んでいた様でした。

　2月例会の予定は立ちませんでしたが 4月 22日から行

われるアール・ブリュット展（障害者アート展）の説明が

ありました。

　西地区では姫路クラブ、草津クラブ熊本むさしクラブ、

滋賀県等でもこの会が開かれ、また開かれようとしていま

す。当地でも 4月 22 日から 27日まで開催されメン・メ

ネット揃ってお手伝いする事となりました。場所は（名古

屋市民ギャラリー栄展示室）です。その時には皆様よろし

く。またその時に他クラブのメネットの方とお話できる時

があればいいと思っております。少人数でも今のメネット

メンバーは素晴らしいと思っています。（自画自賛？）

（尾関静枝）

お知らせ　退会　加藤　晃君（2013 年 12月を以って）

　　　　　特別メネット入会　加藤邦子さん・鈴木侯子さん（2014 年 1月から）

BFポイント一覧（2013 年 12月現在） 尾関　明君	 160pt
西村　清君	 10pt
渡辺真悟君	 100pt
　　計	 270pt

尾関　明君	 2000pt
谷川　修君	 3000pt
西村　清君	 2000pt
　　計	 7000pt

切手

現金

メ　ン　　
2月	 4 日	 川口　　恵さん
	 7 日	 川本　龍資君
	 18 日	 相馬　静香さん

メネット　　
2月	 21 日	 千賀美菜子さん
		 26 日	 五島　美代さん

	2 月			22 日　五島八郎・美代夫妻

　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

今年の年賀切手（お年玉付き年賀はがき）の当選番号

末尾が　　　　　72　　　　　74　　　です

（担当　飯田）

CS よりお願い

　CS献金（目標 1,500 円）年賀切手または現金で
の献金をお願いします。
　2月例会に持参、または 2月末までに郵貯口座に
お振り込みください。


