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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　12 月号　(No813)

在　　籍� 23 名
第 1例会� 21 名
　　メネット� 5 名
第 2例会� 8 名
　　メネット� 名
ゲスト・ビジター�� 8 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 100%
メネット会� 5 名
ゲスト・ビジター� 1 名

11 月クラブ出席 B　　　F

切手� 15pt

現金� 9000pt

小計� 9015pt

切手� 740pt

現金�14000pt

小計�14740pt

11
　
月

累
計
（
6
〜
11
月
）

飯　田� ◯

伊左治� ◯

伊　藤� ◯

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� M

中　野� ◎

中　村� ◎

西　村� ◯

深　谷� M

義　井� ◯

渡　辺� ◯

11　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（11/11）
　　　　　メネット　�伊左治　尾関　五島　小谷　西村　長井
　　　　　　ゲスト　加藤さん　菊池さん　鬼頭さん
　　　　　　　　　　鈴木さん　 田さん　稲垣さん
　　　　　　　　　　相馬さん　霞仙さん

名古屋 YMCA 大会（11/29）　　　　　
　　　　　　　　　　�尾関　小尾　川口　川本　河部　木本　

久保田　小谷　塩田　千賀　相馬　谷川
寺田　中村　西村　深谷　義井　渡辺

EMC 委員会（11/29）川口　河部　　　
　　　　　　　　　　
中部評議会（11/29）　川口　川本　千賀　
　　　　　　　　　　

第　2　例　会

12 月例会プログラム

と　き:2014 年 12月 16日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：1月例会の件　次期役員改選について他

　この重要な次期に、巻頭言を書かせていただき誠に有難うご

ざいます。一昨年、前立腺がんと診断されて、その後、放射線

治療を行い、現在は、３ヶ月に 1回、病院で注射をして、毎日、

薬を飲んでいます。そのような状況の中で、名古屋ワイズの例

会には、なかなか出席できなかったのですが、通常の生活と教

会の役割は何とか果たすことができるような状況です。このよ

うなときに、クリスマスを前にして、常に考えることは、私の

働きを支えて下さった名古屋ワイズの会員の方々についてです。

既に、天に召された方が多いのですが、それらの方々のお支え

がなければ、私の人生は全く変わっていたと思います。名古屋

ワイズこそ、様々なボランティア活動を通じて、会員同志の絆

を深めていく会であると深く認識します。

クリスマスを迎えて思うこと

　寺　田　仁　計

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　

名古屋ワイズ・南山ワイズ合同クリスマス例会

と　き：2014年12月6日㈯　5:00p.m.～8:00p.m.

ところ：名古屋ガーデンパレス

第一部　礼拝

第二部　入会式�及�祝会

� � � 　司　会　河部　薫君

開会宣言　　　　　　（名古屋）会　長　千賀　将君

入会式

　　加藤俊一君　鬼頭栄子さん　鈴木学君

祝　会　ゲストビジターの紹介

　　　会食　食前感謝� � 小尾雅彦君

　　　　　　乾杯� � 尾関　明君

　　　楽器（バイオリン）演奏

　　　クイズ他

閉会宣言　　　　　　��（南山）会　長　森本征夫君



(2)

■■■�第 1 例 会 レ ポ ー ト � ■■■

と　き　2014 年 11月 11日（火）

ところ　名古屋YMCA

　11 月の第一例会は「まなぶ歯科」の医院長　鈴木学さん

のお話でした。

　鈴木さんは歯科医師の 3代目で、第 1代は祖父、鈴木さ

んは大正の頃上海で創業、2代目のお父さんは昭和に名古屋

西区で開業、今回の鈴木さんは愛知学院大学歯学部を卒業後

平成 16年に名古屋、中区新栄の都心に進出された、新進の

歯科医です。

　歯科医の数はコンビニ店の数以上在ると聞きました。私の

町にも近くに数軒在ります。私は子供の頃から虫歯になり現

在は自分の母は数本しかありません、併し固い物でも十分食

べられる義歯が入って居ます。義歯の技術も随分進化したと

感心する次第です。口の健康はバイキン、クラーク等をコン

トロールする事と話されました。

　歯科医は患者に信頼され親染みのある医者でなければ発展

しないでしょう。鈴木さんは歯科医の看板ホームページにも

心掛け、次の様なグループも造られています。

①酒豪の衆

　テーマを決め美味しい酒と肴を頂きながらお口の健康を学

ぶ。

②名古屋デンタルくんボウリング部

　�プロボーラーの指導を受けながらボウリング。反省会では

お口の健康を学ぶ。

③名古屋デンタくんダーツ部

　お酒を頂きながらできるイギリスのスポーツ

　�「ダーツ」を名古屋のダーツの聖地で楽しみ奥地の健康を

学ぶ。

④名古屋ジョギンスパエイト

　�スポーツトレーナーと共にナゴヤドーム外周をジョギング

し大曽根温泉へ、汗を流し夢を語りお口の健康を学ぶ。

　歯医者さんも治療だけでなく地域の人々との交流、親善が

必要であると思いました。

　鈴木さんは名古屋Y's に入会される様で当Y's も活性化し、

新しい時代に邁進する事と期待して居ます。� （尾関　明）

加藤俊一君
出身校：名古屋大学情報文化学部

職　業：公認会計士・税理士（名古屋市にて事務所を開業しています。）

　　�YMCAとのこれまでの関わり：小学校から中学校にかけて英会話を三重県四日市市のYMCAにて教

わっていました。大学以降はYMCAとの関わりはほとんどありませんでしたが、まさかこの歳になっ

て再び関わらせて頂くことが出来るとは思ってもみませんでした。

　　今後ともよろしくお願い致します。

鈴木　学君
　　�５/ ３０生まれ、名古屋市中区在住、愛知学院大歯学部出身、現まなぶ歯科院長、デンタ君の会主催、

趣味=相撲応援、ボーリング、ドラゴンズ応援、名古屋甚句、YOU倶楽部幹事長。　　　

鬼頭　栄子さん
　　�２/ ３生まれ、名古屋市昭和区在住、三河鬼頭鋼材 (株 ) 代表（豊田市）、趣味＝ゴルフ、歌謡（歌うこと）、

この１１月に歌手としてCDデビュ−をする。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。特別メネット会員は年額24,000円です）
　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

新入会員

紹介



(3)

■■■��第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■
と　き　2014 年 11月 28日（火）

ところ　名古屋YMCA

・クリスマス例会打ち合わせ

・中部 EMC200 委員会についてのクラブ見解のまとめ

・次期名古屋クラブ会長について

・名古屋クラブ今後の予定

　1月例会：中日ドラゴンズ番記者の方による卓話

　2月例会：伊勢礼法の先生による卓話

　3月例会：東日本大震災関連の卓話

・�グランパスクラブ主催の東北応援ツアーへ参加の方は千賀

までご連絡ください

■■■��中部評議会レポート ■■■
【第1号議案】

　�中部 EMC200 推進委員会における委員長の選出・委員会

構成と運営の件

　・�中部 EMC200 推進委員会委員長は原則中部部長が行い、

第 1回評議会で決定する。

　・�委員構成は各クラブ会長を必ず委員とし、各クラブ 1

名以上選出する。

　・�中部 EMC200 推進委員会へ各クラブ 10万円拠出し運

営財源とする議案は否決

【第 2号議案】

　中部 EMC200 推進員会主催特別例会開催の件

　・否決された

【7月～ 10月度事業報告、各事業委員会報告】

　部長通信参照ください

「施しをするときは、右の手のすることを左の手にしらせてはならない。
あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば、隠れたこ
とを見ておられる父が、あなたに報いてくださる。」

マタイによる福音書 6：3～ 4

西　村　　清
　YMCAやキリスト教会、キリスト教関係のNGOに関わ

っているとボランティアとして募金活動に参加したり、ある

いは国内、国外を問わず、いろいろな災害があると多くの寄

付を求められる機会が多い。時には貧しい給与から、あるい

は年金から次々とそんなに多く献金あるいは寄付は出来ない

と思うことがある。

　以前は日本でも、困っている人、あるいは見ず知らずの旅

人をもてなすという習慣が人々の間に身についていたと聞く。

ある人がフィリッピンでホームステイさせていただいた家庭

で、食事をいただいた時、小さな魚と野菜だけ、「貧しいな！」

と感じながら、適当に食べたというのです。しかし自分が食

事を終って後、見ていると自分が食べ残した食事を家族の者

が皆で食べていたのを見て、その方は冷や汗が出たと告白し

ておられた。

　自分たちも十分でない生活の中で、客をもてなす精神、人

を思いやる心が、そのような貧しい国の人びとの中に受け継

がれているのです。多分私たちは自分が旅行するとか、家族

で食事をする時には大きなお金を使うことはあっても、困っ

ている人々のためにほんの少しのお金を出すのに躊躇すると

いう経験があるのではないかと思います。

今月の聖句は、人に施しをするにしても威張ることではなく、

そっと人知れずしなさい。そうすれば人からのご褒美ではな

く、天の父（神さま）が報いてくださるというのです。「～

してあげている」という姿勢にならないように気をつけなけ

ればならないということです。

　父なる神様は、人々のためにその独り子をこの世に与え

てくださったのです（クリスマスの出来事）。最大の贈り物、

それがクリスマスです。人からお返し」を期待して中元や歳

暮を贈るのとは全く違って、何の期待もなく、ただ相手の事

のみ考えて贈る。その心をクリスマスは教えてくれているの

ではないでしょうか。

★★★★★★　ＹＭＣＡニュース　★★★★★★

●クリスマスキャロルＪＲタワーズ 2014

日時　12月 23日（祝）　① 18：00～ 18：30　　② 19：00～ 19：30場所　名古屋駅ＪＲタワーズガーデン

当日の運営ボランティアさん募集中です。よろしくお願いいたします。　
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１１月メネット例会報告

　11月のメネット会は 11月 15日（土）、名古屋YMCA

で、愛実の会クリスマスプレゼントを作成しました。また

話題は１月例会、メネットナイト等、メネット会の現状と

今後についてのあれこれでした。

チャリティーランは始まって以来の雨中での開催で、走る

人もスタッフもメンバーの方々も寒い中をご苦労様でした。

並々ならぬ熱意に気持ちは温かくなりました。

愛実のクリスマス訪問も３年目になり、私たちの側が気合

を入れ、楽しみなプログラムになっています。オジンバン

ドも定番となり、目下練習中とか、感謝です。白いツリー

オーナメントにキラキラ飾りをつけ、袋詰めにしたプレゼ

ントも、夜のムードもふんわりと………待って下さるメン

バーの顔が浮かびます。こうやって今まで数多くのプレゼ

ントを作ったことが、その年々の想い出と共に甦りました。

ボランティアは行く側よりも迎える側がむしろ大変とはよ

く言われることですが、長年気持ちよく受け入れて下さる

愛実さんに感謝しています。メネット会の働きは今決して

大きくはありませんが、ワイズの原点である「ファミリー

と共に」の精神を、可能な限り、続けたいと心と体を奮い

立たせる一年でした。新入会員の皆々様もどうぞこのこと

を心に留めて下さいますように願っています。メリークリ

スマス！！� （西村牧子）

参加者：飯田・伊左治・尾関・長井・西村

ゲスト：加藤（朱美）

と���き�：��１２月６日（土）��９：３０～

ところ��：��NPO愛実（現地集合）

食事準備：��ハヤシライス

12月メネット会ごあんない

木本精之助君� 15pt
　　計� 15pt

川本龍資君� 3000pt
河部　薫君� 2000pt
小谷治郎君� 2000pt
相馬静香さん�2000pt
　　計� 9000pt

切手 現金

第 18 回　日本 YMCA 大会

　11 月 22 日～ 24 日、全国の YMCA から 300 名が

御殿場の東山荘に集まって大会が行われました。全国の

YMCAから集まってきた人たちと討論する機会が与えら

れ、新しい刺激が与えられました。問題を抱えながらどこ

の YMCAも必死になっています。ワイズの活動がこれに

どのように関わって行くかを問われていることを強く感じ

るとともに、与えられたものも大きい会でした。

� （小谷治郎）

第 1 回　名古屋 YMCA 大会

　11月 29日「Ｙをもっと知ってＹにもっと参加しよう」

というテーマで主題の会が行われました。西村牧師の説

教で「苦しむ人たちと歩むYMCA」であることが示され、

YMCA活動の理念を再確認した次第です。中部の各ワイ

ズがバナーセレモニーを行ったことはとても良かったと思

います。ワイズの存在をとても的確に示されたと思いまし

た。また、リーダーの諸君が中心になってキャンプソング

を歌ったことは、リーダー諸君の働きが YMCA活動に大

きな位置を占めていることを参加者に示したものであり、

名古屋の YMCAがどんな活動をしているかを参加者に明

確に表現したものであったと思っています。ワイズの活動

とリーダー諸君の働きが共鳴する形になっていくことを

願っています。� （小谷治郎）


