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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　5　月　号　　(No807)

在　　籍	 24 名
第 1例会	 18 名
　　メネット	 7 名
第 2例会	 10 名
　　メネット	 名
ゲスト・ビジター		 名
メーキャップ	 2 名
出席率	 87.5%
メネット会	 7 名
ゲスト・ビジター	 　名

4 月クラブ出席 B　　　F

切手	 40pt

現金	 0pt

小計 40pt

切手		 3270pt

現金	 36200pt

累計	 39470pt

4
　
月

累
計
（
7
〜
4
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	 M

義　井	 ◯

渡　辺	 ◯

4　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（4/8・メネットナイト）
　　　　　　メネット　	飯田　伊左治　尾関　五島　西村
　　　　特別メネット　長井　加藤

京都キャピタル 30周年記念例会（4/5）
	 川口　久保田　平野　谷川

熱海グローリー 30周年記念例会（4/5）
	 	尾関　川口　久保田　相馬　谷川　西村　　

義井　尾関メネット　尾関コメット夫妻

　　　　　　　　　　　	

第　2　例　会

5 月例会プログラム

と　き:2014 年 5月 20日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：6月例会の件他

　名古屋 YMCAでは、1月を除いて毎月の第 1火曜日に早天祈

祷会が行われています。牧師の奨励を聞いてから参加者全員が祈

るのですが、絶えることなくこの祈祷会が続けられていることは

素晴らしいことです。

　さる 3月 1 日には松浦牧師が奨励されましたが、その中で

YMCAの活動の期限がジョージ・ウイリアムスを中心とした 12

名の青年の祈祷会であることを強調されていました。1844 年に

創立された YMCAは対象をキリスト者に限らず社会に対する啓

蒙や奉仕活動を続けており、その活動の一翼を担っている私たち

は、この活動が永続するように努める責任を負わされているわけ

です。

　「祈ったところで現実は変わらない。それよりも具体的行動を

起こすことこそ祈りではないか」という批判に対して、ある牧師

は「祈りは問題解決の手段ではなく、問題の渦中で自分が失われ

ないようにすることだ」と言われていますが、私は祈ることの大

切さをとても明確に示された表現だと思っています。

　早天祈祷会からは長井さんと成瀬さんの 2名がお姿を消えた

ことはとても残念です。長井さんは癌の治療を続けながら熱心に

参加されていました。成瀬さんは西日本区理事として忙しい時間

を割いて出席されました。私は帰天されたお二人の情熱を思いな

がら早天祈祷会の参加を続けたいと願っています。

YMCAの早天祈祷会
小　谷　治　郎

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5月13日㈫　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

	 	 　司　会　河部　薫君

開会宣言　	 	 　会　長　川口　恵さん

ワイズソング

聖書朗読・祈祷	 	 小谷治郎君

食事

卓話

　　お話「	高野山と熊野古道」

	 和歌山紀の川クラブ会長　生駒義範氏

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ	 	 千賀　将君

讃美歌　452

閉会宣言	 	 	 会　長　川口　恵さん



(2)

■■■		第1例会レポート	 ■■■

と　き：2014 年 4月 8日（火）

ところ：名古屋YMCA

　今日は年に一度のメネットナイトの日です。

　私たちメネット会では（4月22日〜27日）に開かれるアー

ル・ブリュット名古屋展へのご奉仕の予定を組んでおります。

この会は（アートを通じて仲間をひろげる）目的で行うもの

です。障がいのある方たちの作品を皆さんに観ていただこう

というものです。それで今回は“からし種”というNPO法

人を主催されている佐藤由美・康光ご夫妻のお話を聴くこと

にしました。長井会長の骨折りで実現しました。

　頂きました資料を読みながら試行錯誤しておりましたが、

あっと気が付いたら頂いた資料のなかに解り易く書いてあっ

たと思い、これだと早速記載させて頂きました。私たちは毎

月愛実の会へ行き、身体・知覚の不自由な方々と共に食事を

して帰りますけれど、本当に何がわかっているのかな？、と

思っておりました。今日お話を聴いて、なさっているお仕事

の深さに心から感心しました。障がいのある方の家族のこと

住所不定の方のこと、家族のない人、引きこもりの人、言語

障害の子どもたち等々。最後に夫君の奥様の仕事に対する理

解と応援のお話にはただ感心。今までも今からも随分とご苦

労がおありと思いますがお体大切にそして神様のお恵み豊か

にありますようにお祈りします。

　お話の前に皆様（メネット）のお骨折りで美味しく楽しい

夕食を共にしました沢山あって沢山余りましたけれど皆で持

ち帰りました。　　　　　　　　　　　　　　　（尾関静枝）

■■■		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）　名古屋ワイズ地域奉仕事業（潮干狩りについて）

日時：2014 年 5月 31日（土）

場所：乙方海岸（愛知県知多郡知多町豊丘）

ワイズ集合場所及び時間：

①カフェレストベスパ 9：00　②乙方海岸 9：45

※参加予定者は 5月例会で意思表示を

２）紀の川クラブ３０周年記念例会について

7月 6日（日）ホテルグランビア和歌山 11：30〜 15：00

会費 10,000 円

参加の意思確認は 4月例会までに終わっている。会費を 6

月例会にて集める。

３）西日本区大会について

4月末までに書記千賀より申し込み登録完了。登録内容に変

更等ある場合は千賀まで。

代金の支払いを 5月第 1例会にてお支払いいただくか、5

月 13日までに名古屋クラブの口座に振り込みしていただく。

（千賀　将）

地域奉仕事業（潮干狩り招待）
永く継続されてきたこの事業、イチゴ狩から潮干狩りに代わ

って 11回目、名古屋キリスト教社会館の家族の大人気な行

事で家族含めての参加者 350 数名、当クラブから多くの参

加を望みます。

対　象　名古屋キリスト教社会館園児

日　時　2014 年 5月 31日（土）

場　所　乙方海岸（愛知県知多郡知多町豊丘

　　　　　　　　　TEL090-7025-5797）

名古屋ワイズ集合場所

　①カフェレスト　ベスパ　0569-82-1616（美浜町古布）

　　　　　　　　　集合時間　8：30

　②乙方海岸　　　集合時間　9：15

本体集合開始及び開始時間　10：00

　　会場に到着次第順次潮干狩りを始める

12：30頃（昼食後）参加者全体の集いをする

　　→解散（さみだれ）

当日、雨天での（実施・不実施）決定は社会館担当者 7：00

　　社会館担当者→小尾→ワイズ参加者

参加者は各自弁当・飲み物を用意　　　　　　（小尾雅彦）
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京都キャピタルクラブ設立 30周年記念例会報告

　桜の花見客で賑わう京都は東山、さき一昨年での 1000 規

模の西日本区大会が思い出されるスェスディン都ホテル京都

にて、京都キャピタルクラブ設立 30周年記念例会が 4月 5

日（土）に開かれ、川口会長、久保田、平野ワイズとともに

参加してきました。西日本区の半分ほどの 43 クラブから、

総勢 270名を越える参加者となる大規模な記念例会でした。

京都ならではのおもてなし、賑わい、活力をたっぷりと堪能

したひとときとなりました。　　　　　　　　　（谷川　修）

不二設計　主宰者・一級建築士

1984年 7月 7日　紀の川クラブチャーターメンバー

生　駒　義　範
　　和歌山紀の川クラブ会長

第一例会
スピーカー紹介

「神は言われる。終わりの時に、わたしの霊をすべての人に注ぐ。すると、
あなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。」

使徒言行録２：１７

西　村　　清

　４月２０日、イースター（復活祭）の日でしたが、ＤＢＣ

の熱海グローリークラブの創立３０周年の記念例会があり、

同じくＤＢＣの紀ノ川クラブから８名、古屋クラブから１０

名参加して、共に祝いました。

　親クラブである熱海クラブが１９７５年に創立され、２０

年経って８０名を超える成長をとげた時、創立２０周年を記

念して、５０歳以上の３３名が新しいクラブを設立し、熱海

グローリークラブとして出発しました。時あたかも、このク

ラブの中心メンバーであった竹内敏朗氏が第５９代の国際会

長に就任された時でもありました。

　熱海グローリーワイズメンズクラブは創立以来２０年間、

出席率 100 パーセントを続け、また青少年育成事業をいく

つも立ち上げ、その一つに，ＹＭＣＡスタッフのいない熱海

ＹＭＣＡの設立、運営を担ってこられました。このエネルギ

ーを見る時、平均年齢７２歳のクラブとは思えない若々しい

クラブ活動の模範を示されている気がします。

　今月の聖句は預言者ヨエルの語ったことばですが、老人と

はよく言われるように、その実年齢、生理的な年齢によって

定義されるものではなく、理想を失い、希望を亡くし、夢を

描けなくなった者であって、夢を持ち、幻を描ける者は終生

若者、あるいは若者と同じ感性をもって、その生涯を歩むこ

とが出来るのではないでしょうか。

　熱海グローリーワイズメンズクラブ３０周年記念例会のテ

ーマ、あるいは願いは、Dream!	No	little	dream		でした。「小

さな夢ではない。大きな夢を持とう」ということではないで

しょうか。

熱海グローリークラブ設立 30周年記念例会報告

　薄日の差すイースターの朝、名古屋クラブから川口会長は

じめ 10名（尾関夫妻の令嬢夫妻を含め）が熱海グローリー

クラブ創立 30周年記念例会に参加。はるばる IBC・台北ア

ルファクラブからも 15 名が来日され、総勢 253 名という

数のメン・メネットが一堂に会しました。

　平均年齢 73歳というグローリークラブの長年の歴史と功

績をまさに見事に実現されたと感じ、名古屋クラブより多人

数のメンバーを有する立派なクラブとDBCであることは誠

に嬉しいことです。

　第一部の記念式典に続き、第二部よりは社会福祉法人富岳

会のメンバーによる勇壮な和太鼓のパフォーマンスを満喫し、

リーダーの「太鼓は日本人の魂である」という言葉が印象的

でした。

　第三部の祝賀会ではさすが熱海 !!　ご当地のきれいどころ

が各テーブルにつき飲み物や料理のお世話をして下さり紳士

諸氏はさぞご満悦の様子と見受けられました。

　最後に厚生労働大臣より 24年度旭日双光章を受章された

現代の名工、谷口泰幸氏（熱海グローリークラブ）から寄木

のコースターと名産のお茶をDBCの紀の川、名古屋のメン

バーにお土産としていただき恐縮の極みです。またワイズの

ロゴマークが入ったペーパーウエイトも良い記念となり、い

つ迄も心に残る有意義な一日であったと感謝して居ます。

（義井裕子）
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と　き：2014 年５月１７日（土）

ところ：鶴舞公園

集　合：午前１１時　　（少雨決行）

　　　　	地下鉄鶴舞駅　公園側の改札口

新緑爽やかな鶴舞公園をご一緒に散策しましょう、ご参加く

ださい。

※　出席の方は、５/１５（木）までに長井にご連絡を。

※　		雨天の場合、午前１１よりＹＭＣＡにて総会の打ち合わ

せをいたします。

5月メネット会ごあんないアール・ブリュット名古屋展
　４月２２日（火）から２７日（日）、名古屋市民ギャラ

リー栄に於いてアール・ブリュット名古屋展（第２回中部

障害者アート展）が開催されました。

中部地区にある１６の事業所から絵画・陶芸・書 ･造形等、

当初予定されていた５０点をはるかに超える多くの作品が

出展されました。

　大胆なタッチの物、とても繊細な物、どの作品も個性豊

かな力作ばかりです。来場された方は皆、色使いのすばら

しさ、お地蔵さんの表情のおもしろさ、細かい作業の根気

強さに感嘆の声を上げながらゆっくり時間をかけてご覧に

なっていました。

　ある美術家のご夫婦は「レベルも高く、ここだけで終わ

らせるのはもったいない。もっと発表する場をもうけて

は？」「ピュアな心でないと、絶対にできない作品ばかり。

私も邪心を捨てて頑張ろう！」と絶賛していかれました。

　このような素晴らしい作品をどんな方たちが作られたの

かと思いをめぐらせていているところに何人かの作者さん

が来場してくださり、ご自分の作品の前で満面の笑顔で記

念写真を撮っていかれたのもとても嬉しい光景でした。

　今回のような作品展があちこちで開かれ、たくさんの人

が元気をもらえたら素敵ですね。

　本当に甲乙つけがたいたくさんの作品の中から心を鬼に

して、西日本区大会に持っていくための６点が選ばれまし

た。そこでの作品展も楽しみです。

　今回のこの企画は、今年度のメネット事業によるもので

すが、中部全クラブのメン・メネットが協力して実現でき

た事と嬉しく思います。

　また準備の段階から、受付、撤収までお手伝いして下さ

いました、社会館の皆さま、名古屋中央教会、メネット

O.G.の方々に感謝いたします。　　　　　　　（長井衣世）

　　　　　　ＹＭＣＡニュース

かみさわYMCA献堂式

　４月５日、名古屋 YMCAの新しいブランチとなった神

沢 YMCA献堂式が行われました。春の光の中、近隣保育

園園長、緑区選出市会議員、大阪、奈良、神戸 YMCA総

主事を招いて行われました。西村清牧師は式辞で、この保

育園と YMCAが、いつまでも、子供たちにとって帰って

くるところとなる場所であるようにと述べられました。保

育園は、光がふりそそぎ、明るく淡い色調の花や作品が飾

られ、笑顔がかわいいフレッシュな先生方を迎えて、希望

に満ちた門出となりました。

河部　薫君	 35pt
中野美幸さん	 5pt

　　計	 40pt

切手

5月	
			5 日	　尾関　　明・静枝夫妻
	18 日　小谷　治郎・充子夫妻

メ　ン　　
5月	 7 日	 谷川　　修君
	 10 日	 小谷　治郎君ワイズ用語：ドライバー

　「ドライバー」とは例会に於いてただスピーチを

行うのみではありません。

　本来 driver（運動推進役）は、強く動機づける人

の意味で、クラブ例会の準備から進行、終了、後片

付けまで絶えず気を配り、例会そのものに意義（重

み）があり、各会員が融和と楽しさを感じる様にもっ

ていき、献金等もユーモアを混じえ効率よく集めた

りする役目を持つ人の事です。


