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　　主　　題（2014 ／ 2015）

国 際 会 長　　「言葉より行動を」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「未来を始めよう、今すぐに」　

西 日 本 区 理 事　　「響き合い、ともに歩む」

中 部 部 長　　将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！

名古屋クラブ会長　　「みんなで創ろうワイズの未来」

2014 〜 2015　7　月　号　　(No809)

在　　籍	 25 名
第 1例会	 21 名
　　メネット	 6 名
第 2例会	 8 名
　　メネット	 名
ゲスト・ビジター		 5 名
メーキャップ	 2 名
出席率	 84%
メネット会	 6 名
ゲスト・ビジター	 　名

6 月クラブ出席 B　　　F

切手	 90pt

現金	 0pt

小計	 90pt

切手		 3360pt

現金	 36200pt

累計	 39560pt

6
　
月

累
計
（
6
月
）

飯　田	

伊左治	 ◯

伊　藤	 ◯

岩　田	 　

尾　関	 ◯		

小　尾	 ◯

川　口	 ◎

川　本	 ◯

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	 ◎

6　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（6/10）
　　　　　　メネット　	伊左治　五島　小谷　西村

メネット会（6/21）
	 飯田、伊左治、加藤、五島、西村、長井

西日本区大会（6/13 〜 15）
	 	川口　河部　久保田　小谷　谷川　中村　　

平野　渡辺　川本　
　　メネット　小谷

第　2　例　会

7 月例会プログラム

と　き:2014 年 7月 22日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：8月例会の件他

　先日、社会館の皆様をご招待した潮干狩りに参加させていただ
きました。小尾さんのご尽力により盛大に行われ、大変素敵な時
間を私自身も過ごさせていただきました。私のコメットも参加さ
せていただいたのですが、名古屋ワイズの皆様に大変可愛がって
いただきました。時々子供と潮干狩りに行った話をするのですが
「あのおじさんお弁当食べさせてくれたね」とか「貝とかヤドカ
リとってくれたね」と息子が話をしてくれます。
　息子がそういう話をしてくれるのを聞いて私自身も父がワイズ
メンであったため子供の頃ワイズ活動に父についていったことを
思い出しました。おそらく 20年ほど前に桑名の港を出発して海
に魚を釣りに行くというイベントがあったのではないでしょう
か？おそらく私が 10歳くらいであったと思います。その時私は
大変気に入っていた野球帽を誤って海に落としてしまったのです。
同じ船に乗っていたワイズメンの方が一生懸命釣竿で拾い上げよ
うとしてくれました。残念ながら野球帽は海に沈んでしまい、私
は悲しみで泣いてしまったのですが、ワイズメンの方が優しくし
ていただいたことを今でも鮮明に覚えています。
　私はまだワイズ歴が浅く十分にワイズのことを理解していると
は言い難い面があります。しかしワイズの魅力は何なのかと聞か
れると、メンバーの皆さんの優しさや人間力に触れることができ
るということだと思っています。若年である私からすると名古屋
クラブの方は強い意志を持ち、文化的であり社会的に活躍されて
いる素晴らしい方がたくさんいると感じます。
　私は今期会長としてその様な名古屋クラブの魅力を内外に発信

みんなで創ろうワイズの未来

千　賀　　将

会　　長　千賀　将
副 会 長　渡辺　伊藤

書 　 記　谷川　河部
会　　計　義井　川口　塩田

ブリテン　久保田　千賀　伊左治　

2013 〜 2014 年度定期総会
と　き：2014年7月8日㈫　6:30p.m.～8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
	 	 	 司　会	 川口　恵さん
開会宣言　	 	 会　長	 川口　恵さん
ワイズソング
聖書朗読・祈祷	 	 相馬静香さん
食事
プログラム
　年間活動行事報告	 書　記	 千賀　将君
　決算報告	 	 会　計	 塩田　保君
　会計監査報告	 幹　事	 尾関　明君
　会長バッジ引継ぎ	
　新会長挨拶	 会　長	 千賀　将君
	 	 	 司　会	 千賀　将君
協議　1. 役員選出
　　　2. 事業方針
　　　3. 予算案
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ	 	 谷川　修君
讃美歌　452
閉会宣言	 	 会　長	 千賀　将君



(2)

■■■		第 1 例 会 レ ポ ー ト	 ■■■

と　き：2014 年 6月 10日（火）

ところ：名古屋YMCA

　今月のプログラムは、各事業委員会の総括として反省と次

期の活動計画を話し合った。毎年恒例ではあるが次年度に繋

がるように言い放しにならぬように各委員及び会員がしっか

りと問題点を意識して活動することを期待したい。各事業委

員会の結果は、7月総会資料に掲載するので各事業委員長は、

6月末までに千賀書記に資料提出する。

　また、当クラブメンバーの木本君（1963 年 12 月入会）、

久保田君（1964 年 3月入会）、小谷君（1964 年 4月入会）

が名古屋クラブ会員歴 50 周年を迎え川口会長より花束と

感謝状が贈られた。異口同音に述べられたのがクラブへの

感謝と熱い思いであった。50年前と言えば、日本国産連続

30分テレビアニメ第 1号『鉄腕アトム』の放映が開始され、

日本初の衛星中継でアメリカのダラスでケネディー大統領暗

殺といったショッキングな事件があり、東京オリンピックに

向け日本が全速力で走っていた時であり、当クラブメンバー

数名が生まれる前からワイズで活躍されていた事に敬意を表

したい。また、川口会長の今期最後の例会であり、1年間メ

ンバーを導き頂き感謝します。次年度は 31歳の千賀会長が

誕生し、川本君が初代国際交流事業主任として西日本区役員

として活躍されます。今期同様に次年度も名古屋クラブが飛

躍しますように願います。		 （平野実郎）

することを取り組んでいきたいと思っています。名古屋クラ
ブの皆さんに卓話をしていただく機会をもち、たくさんの
ゲストに例会へ足をお運びいただき名古屋クラブの魅力を
感じていただきたいと思います。ゲストのお声かけ等皆さ
んのお力をいただけると幸いです。例会の運営だけでなく、

YMCAへの支援、地域奉仕など皆さんで取り組んでいけた
らと思います。クラブ皆さんの力が未来の名古屋ワイズを創
っていくものだと確信しております。1年間どうぞよろしく
お願いいたします。

■■■		第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

と　き　2014 年 6月 17日（火）

ところ　名古屋YMCA

１．今後の予定

	 ７月	 総会

	 ８月	 加藤前総主事送別会（日程未定）

	 ９月	 中野さんの結婚のご報告　千賀スピーチ

	１０月	 	森林セラピーとノルディックウォーク　産学官連

携の取り組みも含めて

　　　　	三重県津市美杉　中川雄貴氏	同志社大学大学院在

学、森林セラピスト、ホテル業

	１１月	 未定（）

	１２月	 クリスマス

　※	クリスマス例会の会場、内容等を検討するメンバーを

決めたい

　※	卓話講師のご紹介をよろしくお願いいたします。名古

屋クラブのメンバーにもお話しいただく機会を持てれば

と思います

２．中部の予定

　７月２６日（土）１５：００～１７：００	

　　EMCシンポジューム　名古屋YMCA

　８月３１日（日）中部部会　四日市都ホテル

2014 年度役員
会長 千賀
副会長 渡辺　伊藤
書記 谷川　河部
会計 塩田　川口　義井
直前会長 川口
EMC 五島　木本　中村　川口
Yサユース 小尾　深谷　河部　義井
地域奉仕環境 小尾　谷川　河部
ファンド 五島　飯田
交流 西村　相馬
広報 五島　小谷　渡辺
ブリテン 久保田　千賀　伊左治
クラブサービス 小谷　深谷　伊藤　渡辺　寺田
文献保存 木本　久保田　五島
監事 尾関　
メネット会長 伊左治（ク）
連絡主事 中野
メール委員 川本
中部主査 川口
西日本区国際交流事業主任 川本

月 巻頭言執筆 第一例会司会 ドライバー 第一例会レポート
8 塩田　　保 久保田　啓 中村　　隆 義井　裕子
9 中野　美幸 五島　八郎 西村　　清 飯田　和也
10 相馬　静香 小谷　治郎 深谷　　聡 伊藤　琢哉
11 谷川　　修 塩田　　保 義井　裕子 尾関　　明
12 寺田　仁計 千賀　　将 				- 小尾　雅彦
1 千賀　　将 中野　美幸 渡辺　真悟 川口　　恵
2 中村　　隆 相馬　静香 飯田　和也 河部　　薫
3 西村　　清 谷川　　修 伊藤　琢哉 木本精之助
4 伊左治クミ子 メネット - -
5 深谷　　聡 中村　　隆 尾関　　明 久保田　啓
6 千賀　　将 西村　　清 小尾　雅彦 五島　八郎

2014 年〜 2015 年　各担当
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「あなたがたがわたしを選んだのではない。わたしがあなたがたを選ん
だ。」

ヨハネによる福音書 15：16

西　村　　清

　年に５～６回、社会福祉法人（保育園）の理事会があって、

島根県の松江に出かけます。岡山まで新幹線で行き、岡山か

ら伯備線で中国山脈を横断して日本海側の松江に到着します

が、２～３時間の会議に往復１０時間近くかけて出向きます。

伯備線の途中で、車掌のアナウンスがあって、ここは分水嶺

で、今までは川の流れと反対に列車が走っていました、と。

分水嶺を境に、太平洋に流れ込む水、また反対に日本海に流

れ込む水に分かれます。このアナウンスを聞く時、考えさせ

られます。もし水に口がきけたなら、自分は太平洋に行くの

はいやだ、日本海に行きたい、とかまた反対の場合もあるか

と思います。

　考えてみますと、人間の場合もこれとまったく同じで、自

分で自分の生を勝ち取ったものではなく、与えられたもので

す。自分が選択してこの地で、この両親から生まれたという

人はいないのです。英語では「生まれる」は受身形（I	was	

born）です。キリスト教信仰も神によって、その愛の故に

われわれを選んでくださったのは神だというのです。最初の

弟子たちもそうでしたし、その後のクリスチャンたちも同じ

ように神によって選ばれた者という信仰に立っています。

私たちが、「自分が」ということを強く主張するところでは

争いが絶えず、選ばれた者として自分自身を見る時、感謝と

愛をもって人と接することが出来ます。冒頭の聖句の「わた

し」を超自然的な存在と考えることも出来ますが、自分を越

える何か偉大なものと考えてもよいかと思います。とにかく

そのように我々は選ばれた存在として、ワイズメンの働きが

できれば幸いです。

西日本区大会に参加して

　第 17回西日本区大会が 6/13（金）～ 15（日）の日程で

開催され、全日程に参加して参りました（13 日は前夜祭）

のでご報告いたします。

　全日、梅雨時とは思えないような初夏の太陽が降り注ぐ中、

錦帯橋をはじめとする風光明媚な城下町山口県岩国市を舞台

に、区大会開催史上最も人口の少ない都市での開催という事

もあり、市をあげてのお・も・て・な・しを実感し、感激

一
ひとしお

入であります。本大会開催当日 6/14 の地方紙「日刊いわ

くに」には第１面と最終面の全面が大会関連記事を報道、宿

泊施設スタッフ全員の訓練された行き届いた素晴らしい接客、

そして何よりも今大会の実行委員の皆様による、細部まで打

合せのされた用意周到な大会運営、前夜祭からフィナーレを

通じて、ＢＧＭに至るまでの「楽器生演奏」によるパフォー

マンスは今後長きに亘り、語り継がれて行く事間違いないと

思います。

　内容については、バナーセレモニーに始まり、開会点鐘・

祝辞・挨拶・メモリアルアワー ･理事、役員年次報告・奈良

傳賞授与式・聖日礼拝・各事業表彰・理事、役員引継ぎ式・

閉会式・閉会点鐘に至る、いわゆるオーソドックスなスタイ

ルで実行されました。

　その中でも嬉しいお知らせとして、我が名古屋クラブ「小

谷治郎ワイズ」が新本英二ワイズ（大阪河内）、渡部興志夫（京

都トップス）と共に奈良傳賞を受賞された事を特記させてい

ただきます。なお、メネット優秀賞は長年にわたるメネット

会の活動に与えられたものでしょう。併せて、おめでとうご

ざいます！

　閉会式の、理事及び大会実行委員の皆様の挨拶に対し会場

の皆さんによる「スタンディングオベーション」がこの大会

の大成功を裏付ける決定的な出来事であり、会場を後にする

参加ワイズお一人おひとりに新たな「力」を与えてくれたと

確信いたします。岩国の皆様ありがとう！と心からお礼を申

し上げます。

　高瀬稔彦理事は、この大会以降「嵐を呼ぶ男」から「天下

の晴れ男」としてその名を改名した事を付加えます！

（川本　龍資）
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と　き：　7月 8日（火）　10:00am～ 2:00pm

ところ：　名古屋ＹＭＣＡ

メンの総会に出席することでメネット会とします。

7月土曜日のメネット会はありません。

7月メネット会ごあんない☆メネット会総会☆

と　き：　６月２１日（土）　10:00am～ 2:00pm

ところ：　名古屋ＹＭＣＡ

　6月はメネット会の総会でしたが、尾関・深谷両メネット

が体調を崩され欠席。なにか頼りない寂しい集まりでした。

　昨年度後半から、愛実の会への毎月のご奉仕が難しくな

ってしまいましたが、今期も手作りのプレゼントを携え、

O. Ｇ . の成さん、加藤朱美さん、“親父バンド”の皆さん

の協力もいただいて、愛実の会の皆さんと共にクリスマス

をお祝いする事ができました。これからも気持ちはいつも

愛実の皆さんの方に向け、私たちにできるご支援、お付き

合いを続けていければと思います。

　今年度メネット国内プロジェクトの一環「アールブリュ

ット展 i ｎ名古屋」は谷川メンのご尽力に、中部全クラブ

のメン ･メネットのみならず、メネットO.G、名古屋中

央教会の方、キリスト教社会館の方々のお力添えでとても

素晴らしい展覧会になりました。優れた作品も沢山集まり、

アンケートでもこのような機会の広がりを要望される声も

多くありました。何らかの形でまた実現すれば、と思います。

　毎年行われていますメネットナイトですが、当初予定さ

れていた出席者数が当日になって大きく減少し、少しがっ

かりしました。メネットナイトの持ち方、食事のメニュー

など一考の必要ありです。

　このようなささやかな活動に西日本区大会に於いてメネ

ット優秀賞をいただきました。細々ながら 20年近く愛実

の会のご奉仕を続けたことへのご褒美でしょうか？面映く

もあり、誠に恐縮でもありますが、やはり嬉しいことです。

これからも月一回のメネット例会を守り、メンの活動をサ

ポートしていくことができますように。

　などと今年度を振り返りながら、次年度の事柄が話され

ました。次年度のメネット会長は伊左治クミ子さんの久々

の登板です。会計は、名会計五島みよさんが、続投してく

ださいます。

　次年度も無理のない楽しいプログラムを持つこと、メン

の第一例会への出席を継続しワイズ理解を深めることなど

が確認されました。　　　　　　　　　　　（長井　衣世）

奈良傳 賞を受賞して
小　谷　治　郎

　2014 年 6月 14 日の西日本区大会で主題の賞を頂きま

した。

　ワイズメンズクラブのメンバーにしていただいて 50年

になりますが、省みて特別の働きをしたことがないにも拘

らず賞を頂いたことに恐縮しています。

　ワイズメンズクラブを立ちあげられた奈良さんとはどん

な方であったかということを私が知るようになったのは、

メンバーになってからかなり月日が経過した頃であったと

思います。特に、私が出た大阪大学工学部の先輩であるこ

とを知ったのは驚きでした。技術系のお仕事をなさる方向

を目指しておられながら何故、YMCAの活動に転向され

たのかという理由を模索することによって、私は YMCA

の本質を次第に知るようになった次第です。

　「YMCA とワイズは何か」と自分に問いかけながら、

50年が過ぎました。YMCAの早天祈祷会に参加すること、

ワイズの会長、部長として働くことなどで YMCAとワイ

ズが私を用いて下さったことに感謝しています。担当させ

てもらった業務の内容はどれをとっても満足できるもので

はなく、出来るならもう一度やり直したいと思うものばか

りです。支えて下さった多くの方々にお礼を申し上げたい

と思っております。

　賞をいただく手続きなどについては、川口会長にとても

お世話になりました。記して感謝いたします。

メ　ン　　
7月	 16 日	 小尾　雅彦君

メネット　　
7月	 9 日	 川本　清美さん
	 21 日	 尾関　静枝さん


