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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　6 月号　(No819)

在　　籍� 26 名
第 1例会� 11 名
　　メネット� 7 名
第 2例会� 11 名
　　メネット� 名
ゲスト・ビジター�� 2 名
メーキャップ� 名
出席率� 79.3%
メネット会� 7 名
ゲスト・ビジター� 名

5 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 1560pt

現金�35500pt

小計 37060pt

5
　
月

累
計
（
6
〜
5
月
）

飯　田�

伊左治� ◯

伊　藤�

尾　関�

小　尾� ◦

加　藤�

川　口� ◦

川　本� ○

河　部� ◯

鬼　頭�

木　本� ◦

久保田� ◎�

五　島� ◯

小　谷�

塩　田� ◦

鈴　木� ◯

千　賀� ◎

相　馬� ◦

谷　川� ◯

寺　田�

中　村�

西　村� ◎

深　谷�

牧� ◦

義　井� ◎

渡　辺� ◦

山　口� ◯

5　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（5/9 〜 10）
　　　　（メネット）��伊左治　加藤（邦）�鈴木　千賀　長井　

西村　五島
　　　　（コメット）鈴木②　千賀②　
　　　　　（ゲスト）�紀の川クラブ
　　　　　� 土井　永井　生駒　坂本　榎本　東
� 熱海グローリークラブ
� 加藤　勝又　勝木　谷口　
� 四日市クラブ
　� 大西　　　　　
第 二 例 会（5/19）
　　　　　（ゲスト）�青木　相馬（朋）
潮干狩り（5/16）� 小尾　谷川
Y・夢・希望フォーラム（5/16）
� 小谷　相馬　渡辺　牧　中村

第　2　例　会

6 月例会プログラム

と　き:2015 年 6月 16日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：7月例会の件他

　名古屋クラブの皆様 1年間ワイズ活動へのご協力とご指導を
頂きありがとうございました。若輩のワイズメンで会長のお役目
を頂き、はじめは大変不安もありましたが何とか 1年間会長と
して名古屋ワイズに関われたことは皆様のおかげと感謝しており
ます。
　会長として活動する中でたくさんの学びがありました。聖岩ク
ラブとの IBC交流の歴史や熱海グローリークラブ、和歌山紀の
川クラブとのDBC交流の歴史など今まで知らなかったことを学
ぶことができました。また今期はユース支援として日韓ソウルセ
ミナーの引率を深谷ワイズに行っていただきご報告もいただきま
した。また地球市民プロジェクト参加者のユースからの報告を例
会で聞くことができました。ワイズメンズクラブにおけるユース
支援の重要性を学ぶ良い機会になったと感じております。
　何よりも今期名古屋クラブにとって喜ばしいことは鬼頭ワイ
ズ、鈴木ワイズ、加藤ワイズ、山口ワイズの 4名の新入会を迎
えることができたことではないでしょうか。来期に向けて 4名
の新メンバーの方々とより一層活発なワイズ活動が展開できるこ
とを楽しみにしております。一方、今期で健康的な問題やお仕事
の関係でワイズメンズクラブを退会される方々もいらっしゃいま
す。今までともに活動できたことに感謝し、今後のご多幸をお祈
りいたします。ワイズメンズクラブを退会されても、少しでもい
いのでワイズとの関わりを継続していただけると嬉しいです。思
いは皆同じではないかと思っております。
　来期は河部会長のエネルギッシュなパワーでより魅力的なワイ
ズ活動が展開されることと思います。皆様で河部会長をお支えし
ていきましょう！

　1 年間ありがとうございました 　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　

タイム オブ ファースト

と　き：2015年6月9日㈫�6:30pm〜 8:30pm

ところ：名古屋YMCA

 � � 司会　中村　　隆君

　開会宣言　� 　� 　会長　千賀　　将君

　ワイズソング

　聖書朗読・祈祷� � 塩田　　保君

　プログラム

　　「今期を振り返って　来期への希望」

　　◎各委員会で協議

　諸報告

　ハッピーバースディ

　ドライバースピーチ� � 小尾　雅彦君

　讃美歌　　21-88

　閉会宣言� � � 会長　千賀　　将君

TOF（タイムオブファースト）に付き食事はあり

ません。

C/O��NAgOYA�YMCA�1-2-7�hAruOkA,�ChIkusAku,�NAgOYA,�464-0848�jApAN
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■■■�第 1 例 会 レ ポ ー ト � ■■■

と　き　2015 年 5月 9日（土）〜 10日（日）

ところ　美杉リゾート

　名古屋の近場に桃源郷の風情あふれる三重県津市美杉リ

ゾートに於いてDBC交流会が開幕。

　熱海グローリークラブ・紀の川クラブのメンバーの参加の

もと、第一部はホテルANNEX の会議場でワイズソングか

ら始まり、先ず山口一雄くんの入会式が行われた。

　大西中部部長の挨拶・クラブメンバー紹介・諸報告と続き、

第二部、懇親会へと移った。

　感謝祈祷、永井君（紀の川クラブ）、乾杯、加藤君（熱海グロー

リークラブ）、司会進行は谷川君と賑やかに楽しく、また鈴

木コメット、千賀コメットの共演（ネパール震災義捐金募集）

等は交流会の宴を一層もり上げてくれた。

続いて星空ナイトツアー、二日目は、旧伊勢街道巡りの組と

手作りパン教室の 2組に分かれそれぞれ有意義な時間を過

ごし解散した。

■■■��第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

と　き　2015 年 5月 19日（火）19：00〜 20：00

ところ　名古屋YMCA

1.　会計より報告

　　・YMCAへの支払い　　・聖岩　徐夫妻接待費用

　　・潮干狩り費用

2.　�6 月例会について（TOF）　今期を振り返って来季に向

けて課題、解決策などを話し合う。

3.　聖岩クラブ 40周年記念例会参加者の確認。日程他

4.　YMCA本館募金について

名古屋 YMCA 夢・希望フォーラム参加記

と　き：2015 年５月 16日 ( 土 )13:30 〜 19:00

ところ：南山YMCA

　「YMCA の将来を考え語ろう！」という会「名古屋

YMCA夢・希望フォーラム」が開かれました。当日は現役

の学生リーダーやそのＯＢ、Ｙのスタッフ、幼稚園や保育園

の先生、それにワイズメンも加え様々な立場・年齢の人が

40名近く集まり　YMCAについて考え話し合いました。

まず神戸 YMCA 理事長で日本 YMCA 同盟中期計画策定

委員長の中道基夫先生が　キーノートセッションとして

YMCA中計として YMCAのブランドの再生について話さ

れました。そのお話を受けて　次は中道先生に加え立場も

年齢も違う 3 名の

方を加えたパネル

ディスカッション

が東海クラブの橋

爪さんの司会で持

たれ　会場からも

意見が出されまし

た。そしてその後は南山 YMCAの庭でバーベキューとキャ

ンプソング大会です。おいしいお肉をいただき笑い合いなが

らも　あちらこちらで YMCAのこれからについての熱き語

らいが続いていました。

　新しい会館が与えらた今、名古屋 YMCAが今後しっかり

と歩んでゆけるよう　この様な会が持たれたことは大変有意

義で有ったと思いました。� （渡辺真悟）

　去る 5月 9日、美杉リゾートのDBC交流会にて入会式が執り行われ、新しいワイズメンが誕生しま
した。今後の山口ワイズの心ある活躍を期待します。

山口一雄君プロフィール
（産婦人科医、母体保護法指定医、医学博士、認定産業医、
生殖医療認定指導医）
　昭和 60年順天堂大学医学部卒業、名古屋大学医学部
付属病院産婦人科にて不妊症、内分泌の研究に携わり医
学博士号を取得、中京病院産婦人科医長を経て、名古屋
記念病院内科に勤務後、平成 12年に山口レディースク
リニックを開業（新瑞橋）。開業以来不妊治療の最先端

医療医として地域医療を支えるリーダーとして活躍され
ています。患者さんや相談者の評判もよく、「どんなに
忙しくとも、淡々としながらも、丁寧に診察、説明をす
る先生として信頼を寄せられています。」
　山口一雄ワイズは毎日夜遅くまで診療、治療に従事し
ているため例会出席が困難ですが、休日には出来る限り
参加する意志を表明されておりますので、温かくサポー
ト、応援ください。� （河部　薫）

新入会員

紹介
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「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。主はわたしを
青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせて
くださる。」
�

詩編２３編１〜３

西　村　　清

　先月、名古屋で「今月の聖句」を書くのは最後と書きまし

たが、６月の分も５月に原稿を出す、ということで、今、な

お名古屋でこの原稿を書いています。

　仕事がら、多くの人の葬儀を司式してきました。そのよう

な時、参列される方の人生の終わりの時のことを考えていた

だきたいと思って、よく詩編２３編を読んできました。特に

１節の神様が守ってくださる限り、「わたしには何も欠ける

ことがない」という「安心」を語ってきました。

　ここは英語の聖書では”I�have�no�want.”となっています。

普通、英語でwant は動詞の「〜したい」と訳される言葉で

すが、この詩編では名詞として「欠乏、不足、足りないもの」

として用いられています。したがって、I�have�no�want. と

いうのは、何も足りないものはない。十分与えられている。

ここではそういう意味が語れています。これはこの詩編記者

の大変な神への信頼の言葉だということが出来ます。安心し

切った人間の言葉として語られているのです。

　私たちも、またいろいろな困難を経験し、苦労も多くある

と思います。でも、もし神様を信頼しているなら、困難や苦

労の中でも、なお何も欠けたものはなく、十分満たされてい

る、神様は本当にこの私を愛してくださっている。詩編２３

編の記者はそのような信仰を言い表していると言えます。苦

労を苦労と考えない、困難に出会っても、それでへこたれな

い、雄々しく切り抜けていく、そのような強さが信仰の姿だ

ということが出来るのではないでしょうか。

　詩編２３編でうたわれているように、羊飼いが羊を守り、

また羊も羊飼いに安心して委ねている。同様にわれわれの人

生も、神様に守られて生きる生き方こそ豊かな人の人生と言

えるのではないでしょうか。

参加者からの感想

新入児（３歳）お母さん

娘にとって初めての海でしたが、砂を手でさわってみた

り、小さなカニをさわったりと、いつもできない経験に

なり、とてもよかったと思います。家族だけで行こうと

思うと大変なのでなかなか無理ですが、こうした機会を

作っていただきとてもありがたかったです。

親も久々の潮干狩りを、子どもと一緒に大いに楽しむこ

とができました。

※この他には、たくさんの方から感謝の感想が寄せられました。

名古屋 YMCA 支援事業　潮干狩り

と　き：2015 年 5月 16日（土）

ところ：蒲郡市竹島海岸

　2004 年から続けられて 12年目となった「潮干狩り」今

年度も名古屋キリスト教社会館園児・家族・スタッフと

YMCA児童オレンジグループ、ボランティアリーダーの約

400名を蒲郡竹島海岸に招待した。

　例年、会場の乙方海岸は今年、知多半島全体で貝が採れな

くて、予定された日には潮干狩り客が集中し招待者安全の確

保が難しいと急遽会場を変更しての実施。

　当日、朝まで雨でしたが浜に入れる頃は柔らかな陽射しに

なり潮干狩りには絶好日で子どもたちは家族やリーダー達と

広い浜で海水に浸かったりしながら楽しそうに貝を採ってい

ました。

　

当日の竹島海岸は潮の満干が激しく短時間に潮が満ちてきて

子どもたちは変化を驚きのうちに体感し、自然を学びの時で

もありました。　無事、事故もなく参加者から招待感謝の声

のうちに終わることが出来ました。� （小尾雅彦）
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5 月メネット例会報告

ＤＢＣ in 美杉村

　今回のＤＢＣ交流会は、名古屋クラブのホストで三重県

の美杉村で行われました。回を重ねるたびに、益々親しみ

が湧き、お元気なお顔にほっとしたり、お見かけしないと

心配になったり…

　あいにく天気予報では初日傘マークだったので夜のナイ

トツアー、特に星の観察は諦めていたのですが、夜が深ま

るにつれ晴れ模様になってきました。道中数家族の鹿と遭

遇しながら、

　観察ポイントへ。夜空はすっかり晴れ、ガイドさんの説

明で星座を楽しむことができました。

二日目は、汗ばむ程の快晴。旧伊勢街道を散策するグルー

プ、パン焼き体験のグループに分かれそれぞれの時間を楽

しみました。

　このたびの交流会に、我名古屋クラブから 7人のメネ

ットが参加しました。中でも千賀会長と鈴木学さんはメネ

ットとそれぞれ２人のコメットの一家 4人で参加してく

ださいました。両家のご長男友平君と眸太君は会った瞬間

から旧知の友の如くうち解けて二人で交流の場を盛り上げ

てくれました。

　緒先輩に伺いますと、以前（数十年前）は名古屋クラブ

の行事やメネット会には小さなコメットたちも沢山参加し

ていたとか。

　きっと友平君や眸太君のような元気なコメットが走り回

りその後を美和ちゃんや清太君が追いかけるようになり、

それをまたメネットが追いかけるという賑やかな会だった

のではと想像できます。またコメットやマゴメットが参加

してくださるようになるとプログラムも広がりますね。

　今年もウグイスやカジカの声が聞こえ、眩しいほどの新

緑の中 3クラブで楽しく過ごせました事を感謝いたしま

す。次回は熱海での再会を約束してそれぞれ家路につきま

した。� （長井衣世）

メネット総会を行います。

と　き：6月 20日　11：00amより

ところ：札幌かに本家　栄中央店

　　　　TEL　052-238-2500

6月メネット会ごあんない

　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

メ　ン　　
6月� 12 日� 渡辺　真悟君

▼ YMCA ニュース▼
　５月１６日に会員の方が主体となり、『夢・希望フォー

ラム』が行われました。当日は、YMCAに関わる多くの

方が集い、これからの名古屋 YMCAについて共に考える

ことができました。名古屋 YMCAでは、昨年度より委員

会を中心とした会員活動の形がスタートしました。手探り

だった昨年度から、今年度は発展を目指す年としたいと

思っております。委員会のメンバーだけでなく、多くの会員

の方とYMCA運動を推進していきたいと思っております。

　なお、名古屋ワイズメンズクラブには、今年度もこの夏

に行われる日韓ユースセミナーへの協力をお願いしたいと

思っております。是非ともご協力をよろしくお願いいたし

ます。


