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　　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　4　月　号　　(No806)

在　　籍� 25 名
第 1例会� 18 名
　　メネット� 4 名
第 2例会� 6 名
　　メネット� 1 名
ゲスト・ビジター�� 6 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 80%
メネット会� 7 名
ゲスト・ビジター� 　名

3 月クラブ出席 B　　　F

切手� 365pt

現金�15500pt

小計�15865pt

切手�� 3230pt

現金� 36200pt

累計� 39430pt

3
　
月

累
計
（
7
〜
3
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� M

谷　川� ◎

寺　田� 　

中　野� ◎

中　村� ◯

西　村� ◯

平　野� ◯

深　谷� 　

義　井� ◯

渡　辺� ◯

3　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（3/11）
　　　　　　メネット　�伊左治　五島　西村　長井
　　　　　　ゲスト　　�恵美奈　鉄谷（大阪サウス）　　　　

平口　北　澤瀬（金沢犀川）　
� 　　　　服部（名古屋グランパス）
第 一 例 会（3/18）
　　　　　　メネット　西村

メネット会（3/15）
　　　　　　　　　　　�長井・西村・五島・尾関・伊左治・　

加藤・飯田

中部評議会（3/21）　　�川口

第　2　例　会

4 月例会プログラム

と　き:2014 年 4月 15日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：4月例会の件他

　｢神様、御心ならばどうぞ私を用いて下さい。必要なら私の手
を、足をお使い下さい。｣などと日頃唱えているくせに、いざそ
の時になると私はそっと手を隠し、足音を潜めてしまいます。
ここ３年近く「私にはやっぱりできない」「時間がちょっと…」
と理由を捜してウジウジと、伸ばしかけてはひっこめ、踏み出そ
うとしてはすくめていた足を、漸く半歩だけ前に進めてみました。
今年度のメネットナイトのゲストスピーカーをお願いした佐藤由
美（よしみ）さんは、私とは正反対の方です。
　生活に困窮している人、助けを必要としている人があると、ご
自分の健康も顧みず即、走って行かれます。まるで内臓が震える
のと同時に。
　まさに東奔西走し、膨大な書類と格闘して、「ＮＰＯ法人から
し種」を立ち上げられました。由美さんの祈りが届いたのでしょ
う、障がい者のグループホーム、無料低額宿泊所、ケアプランセ
ンターなどの事業を展開する場所がつぎつぎと与えられ、今もま
た新しい事業に向かって走っていらっしゃいます。
　ただ机に向かって祈る、どんなにりっぱな祈りよりも、行動を
伴った祈り、祈りを伴った行動に、神様はより目を留めてくださ
る、より願いを聞いてくださる。由美さんを見ていてつくづくそ
う思います。
　私もせっかく踏み出した足をひっこめることなく、神様が用い
て下さることを願いながら、お手伝いをしていきたいと思います。

祈りと共に走る
長　井　衣　世

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　

メネットナイト

と　き：2014年4月8日㈫　6:30p.m.～8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
� � 　司　会　飯田純子さん
開会宣言　� � 　会　長　長井衣世さん
ワイズソング・メネットソング
聖書朗読・祈祷� � 西村牧子さん
食事
プログラム
　　お話　「�誰もが大切な存在である事を感じあえ

る社会を目指して」
� NPO法人からし種　理事長　佐藤　由美さん
� NPO法人からし種　就労移行支援センター長

　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　康光さん
諸報告
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ� � 尾関静枝さん
讃美歌　452
閉会宣言� � � 会　長　長井衣世さん
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■■■��第 1 例 会 レ ポ ー ト� ■■■

と　き：2014 年３月 11日（火）　６：30pm～８：20pm

ところ：名古屋YMCA

　未曽有の東日本大震災から３年経過した、丁度その日が、

われわれの第１例会日でした。２万人ちかい人が亡くなり、

今なお２７万人位の人が避難生活を強いられている。これら

の人に哀悼の意を表明し、またこの出来事を風化させないこ

とが大切かと思う。

　さて、今日は大阪サウスクラブの惠美奈博光さんをお招き

して、「ミャンマーの生活と現地で見る民主化への動き」と

題して、自ら体験したミャンマーでの生活、経験をもとに、

われわれがあまり情報を持たないミャンマーについてかなり

具体的な生活を、「わたしたちも現場で体験している」と錯

覚するような形で紹介していただいた。

　惠美奈さんはシニア・ボランティアとしてミャンマーで

２００８年から２０１３年まで日本語の先生としてマンダ

レーの YMCAで奉仕されていた。ミャンマーの国の面積は

日本の１・８倍、人口は日本の半分の６、３００万人で、多

民族国家であり、今なお一部で民族紛争が残っている。宗教

的には仏教が多数派で、モスレムもかなりいて、５％くらい

がクリスチャンだと言われている。また血族愛が強く、大家

族主義で一家に１０数人住んでいるのも珍しくない。

　独裁者、ネ・ウィン（Nay�Win）将軍の長期にわたる軍

事政権下の１９８８年８月８日に、全土にわたって民主化要

求をかかげ大規模デモがあり、ネ・ウィンは退陣したが、軍

事政権は継続した。このデモの弾圧によって数千人の僧侶、

一般市民が軍隊によって殺害された。一方、この年の４月、

２７年間の外国生活を続けていたアウン・サン・スー・チー

さんが帰国。この民主化運動は彼女に受け継がれていった。

独裁政権に対する先進諸国からの経済圧力などで、２０１０

頃から一定民主化が進み、２０１１年には大量の政治犯が釈

放された。同時に一般民衆も、弾圧を恐れて何も言えなかっ

た重苦しい雰囲気から解放され、自由に発言できるようにな

り、皆明るくなった。

　時を同じくして、先進諸国の経済圧力も解除され、解放経

済へと進んでいる。人々も民族衣装のロンジーではなく、ジー

ンズの人も多くなってきている。スーパーマーケットも多く

なり、しかもかつては中国製が多かったが、今では韓国、日

本製のものも増えている。かつまた観光客も増加傾向にある。

これからの課題は、約束、時間を守らないということもある

が、永年の軍事政権下でトップダウンによって自分で決断す

ることに弱いということも課題となる。また停電も多く、経

済発展のためにはインフラ整備も急がねばならない。その他、

少数民族との和解も迫られ、また軍事政権のもっていた利権

をどう処理し、また賄賂の習慣をどう改めるかも課題の一つ

である。

　本日のゲストは、大阪サウスの鉄谷明さん、それに中部部

長平口哲夫さん、同書記北肇夫さん、金沢犀川クラブ会長澤

瀬諭さんの３人は部長公式訪問でした。

（西村　清）

■■■��第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

と　き　2014 年 3月 18日（火）

ところ　名古屋YMCA

1）　�西日本区大会申し込みについて　４月第１例会

までに書記千賀まで電話、FAX、メールにて　

mail:otmasa1702@hotmail.co.jp� � FAX:052-217-

1626

2）　�紀ノ川クラブ３０周年記念例会について　７月６日

（日）１１：３０～１５：００　　　ホテルグランビア

和歌山　会費 10,000 円　参加申し込みは 4月及び 5

月例会にて
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中 部 評 議 会

　3月 21日（祝）に名古屋YMCAに於いて開催されました。

　議題は EMCに重点を置き、EMC中部 200 を立ち上げる

ことを決定しました。

　メンバーは 1年ずつ各クラブより選出（EMC委員。会長）

（川口　恵）

「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださった
のは神です。」

コリントの信徒への手紙一 3：6

西　村　　清

　日本的な暦では、４月は新年度の始まりです。学校も会社

も、新入生や新人が勉強や仕事を始める時です。ワイズは少

し変則的ですが、いわゆる新年度というわけです。会社でも

新会計年度が始まり、一年間の事業計画をたて、その計画に

基づいて予算を立て、実績を上げるべく決意を新たにします。

　さて、わたしたちワイズメンはどうでしょうか。聖書の時

代にもいろいろなもめ事があったようです。とくにコリント

の教会は生まれたばかりで、まだ信仰のことがよくわかって

いない人に対してパウロは忠告を与えているのが今月の聖書

の箇所であり、忠告と共に信仰の本質をも示そうとしてい

ます。３節には、「お互いの間に妬みや争いが絶えない」と、

この書簡を送ったパウロは嘆いているのです。

　そこで今月の聖句の勧めとなります。最初に伝道し、クリ

スチャンが生まれ、教会が出来たのはたしかにパウロの功績

です。しかしいつもコリントの教会にいるわけにはいかず、

パウロの不在の時、アポロがコリントの人びとを指導します。

パウロは礼拝の説教があまり上手とはいえなかったのかもし

れません。しかしアポロは雄弁で、説教が上手だったようで

す。それでコリントの人びとは、パウロ派とアポロ派に分か

れて、分派争いになったのでしょう。

　それで、今月の聖句はコリントの信徒に書き送った言葉で

した。「わたしは植え」は、つまり伝道をして、主イエスの

福音を述べ伝え、その言葉に感動してクリスチャンになった

のです。その後、アポロがやってきて、「水を注いだ」、つま

り彼らの信仰の指導をしたのです。しかし彼らは信仰を導く

ために、それぞれ神さまが与えてくださった分に応じて仕え

ただけです。だから一人の人をあがめ、また他の人を見下げ

るようなことがあってはならないのです。成長させて下さる

のは神さまです。つまり奉仕者には分に応じて働きがあって、

またそれぞれ補い合って、全体の益となるというのです。ワ

イズメンとしての心構えでもあるのではないでしょうか。

　聖書の愛の教えに基づく活動

　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24,000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

　　　　　　今後の予定

京都キャピタルクラブ 30 周年記念祝会

　と　き：4月 5日（土）　16：30～ 20：30

　ところ：ウエステン都ホテル京都

熱海グローリークラブ 30 周年記念祝会

　と　き：4月 20日（日）　13：00～ 18：00

　ところ：熱海後楽園ホテル

アール・ブリュット名古屋展

　　（ワイズメンズクラブ障がい者アート）

　と　き：4月 22日（火）～ 27日（日）

　　　　　9：30～ 18：00

　　　　　（4月 21日（月）13：00～搬入・飾付）

　ところ：名古屋市民ギャラリー栄

　　　　　（中区役所・朝日生命ビル）

紀の川クラブ 30 周年記念祝会

　と　き：7月 6日（日）11：30～ 15：00

　ところ：ホテルグランピア和歌山

会計より会費納入のお願い
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と　き：2014 年４月８日（火）6:30p.m ～

ところ：名古屋ＹＭＣＡ　

　　　４月はメネットナイトです。

　　　「ＮＰＯ法人からし種」のお話をお聞きします。

　　　※メネットさんは、5:30p.m に集合して下さい。

4月メネット会ごあんない3 月メネット例会報告

と　き　3月 15日（土）10：00am～ 2：00pm

ところ　名古屋YMCA

　春の訪れを感じるとはいえ、まだ風が吹き寒い日でした。

7名のメネットが集まりました。

　はじめにアール・ブリュット名古屋展（ワイズメンズク

ラブ障がい者アート）当日などの担当者を検討しました。

まだ決定に至らず、後は長井会長に一任。

　展示は、2014 年 4月 22日（火）～ 27日（月）

　　　　　名古屋市民ギャラリー栄　第 8展示室

4月 8日メネットナイトについて

　決定事項　◯当日のスピーカー

　　　　　　�　�NPO法人からし種の理事長佐藤由美さん

とご主人の佐藤康光さんにお願いする。

　　　　　　◯当日の役割分担

　　　　　　◯食事

　　　　　　　�昨年同様バイキング形式で行うため準備す

るものを確認した。

5月メネット会について

　久しぶりに戸外に出て春を満喫しましょう。

　鶴舞公園でお花見です。5月にはバラ園でバラが咲いて

とてもきれいです。

（飯田純子）

紀ノ川の 30周年の申込は締切が 5月 8日となってい

ます。

4月第一例会で出欠を確認することとします。（3月

第二例会議事録では 4月か、5月としていましたが、

4月に変更します。）

　　　　　　ＹＭＣＡニュース

東日本大震災支援第 2 回チャリティーウォーク

　と　き：4月 5日（土）　地下鉄野並駅 12：00集合

　ところ：ゴール神沢保育園　約 4.5km会費 1000 円

神沢ファミリー YMCA 内覧会
　と　き：4月 5日（土）　15：00～ 20：30のあいだ

　ところ：名古屋市緑区神沢二丁目 881

伊藤琢哉君� 5pt
尾関　明君� 210pt
五島八郎君� 150pt

　　計� 365pt

飯田和也君� 1400pt
伊左治正文君�1400pt
伊藤琢哉君� 1400pt
岩田鑛一君� 1400pt
小尾雅彦君� 700pt
川口恵さん� 400pt
川本龍資君� 1400pt
河部　薫君� 1400pt
木本精之助君� 600pt

千賀　将君� 1400pt
中村　隆君� 1400pt
平野実郎君� 1400pt
渡辺真悟君� 200pt
鈴木武二君� 1000pt

　　計� 15500pt

切手 現金

4月�
�12 日�　木本精之助・洋子夫妻
�26 日　小尾　雅彦・昌代夫妻

メン　　
4月� 21 日� 塩田　　保君

メネット　　
4月� 5 日� 谷川　智子さん


