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　　主　　題（2015 ／ 2016）

国 際 会 長　　「信念のあるミッション（使命・目標）」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「愛をもって奉仕をしよう」　

西 日 本 区 理 事　　「あなたならできる！　きっとできる」

中 部 部 長　　「踏み出そう　次の一歩のための今の一歩を」

名古屋クラブ会長　　「燃やそう∞生きるちからを！」

2015 〜 2016　12 月号　(No825)

在　　籍� 24 名
第 1例会� 19 名
　　メネット� 4 名
第 2例会� 10 名
　　メネット� 名
ゲスト・ビジター�� 1 名
メーキャップ� 3 名
出席率� 95.9%
メネット会� 6 名
ゲスト・ビジター� 1 名

11 月クラブ出席 B　　　F

切手� 105pt

現金� 0pt

小計� 105pt

切手� 400pt

現金� 5000pt

小計� 5400pt

11
　
月

累
計
（
７
〜
11
月
）

伊左治� ◯

尾　関� ○

小　尾� ◎

加　藤� ◯

川　口� ◎

川　本� M

河　部� ◎

鬼　頭� ◯

木　本� ◯

久保田� ◯�

五　島� ◎

塩　田� ◎

鈴　木� ◎

千　賀� ◎

相　馬� ◎

谷　川� ◯

常　川� ◯

寺　田� M

中　村� ◯

西　村� M

牧� ◎

山　口�

義　井� ◯

渡　辺� ◎

11　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（11/10）
　　　　（メネット）�伊左治　五島　西村　尾関
　　　　　（ゲスト）�松垣さん
メネット会（11/10）　伊左治　尾関　加藤（邦）　深谷　西村
　　　　　　　　　　　五島
チャリティーゴルフ（11/14）
　　　　小尾　加藤　鬼頭　河部　塩田　牧　尾関　中村
チャリティーラン（11/7）
� �川口　川本　河部　久保田　五島　塩田

千賀　相馬　谷口　寺田　中村　牧　　
義井　渡辺

　　　　（メネット）�千賀　鈴木　五島　加藤（邦）
　　　　（コメット）川本　千賀　鈴木
名古屋YMCA大会（11/28）�
　　　　　　　�小尾　川口　川本　木本　久保田　千賀　相馬

寺田　中村　西村　牧　義井　渡辺　河部

第　2　例　会

12 月例会プログラム

と　き:2015 年 12月 15日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：1月例会の件他　次期役員改選の件他

　１２月に入ると巷はクリスマスで一色に、イベントも目白押し。

私たちはその喧噪の中で無意識のうちに毎年イエスキリストの誕

生を祝い、ともすればその意義さえ見失いがちになってしまいま

すがクリスマスを迎えるにあたり、この１年間の反省と共に真に

クリスマスの意義を再確認して歩みたいものです。

　今月の強調目標は「EMCと YES」。今年度、西日本 EMC・

YES. 事業主任は実質５５名の増員を、そして全ての府県にワイ

ズを地元ＹＭＣＡと協働で立ち上げることを目標に掲げています。

中部では岐阜・富山・福井が対象です。当クラブでは河部会長の

働きで新たに２名の方に入会していただきました。活発な実りあ

る活動を進めるには優れたプログラムにもありますがメンバー数

の多さはさらに活気ある活動が展開出来ると考えます、その活発

な活動の中から私たち一人ひとり高め合うことが出来ると思いま

す。自分の周りを見渡し今までに様々な事情で勧誘を諦めていた、

勧誘を躊躇していたなどの事を思い出しもう一度声をかけて会員

増加にそして仲間として増やしたいものです。

　一方、現時点では自分が所属しているクラブさえ増員出来ず苦

労しているのに他地区への設立への対応は難しいと思いますが岐

阜・福井・富山などの地点への設立が目標になっていますが情報

集めなど重ね単年では困難なので部としてプロジェクトチームを

発足させ数年先を目標として展開出来ると思いますし、新たなク

ラブ設立への働きは私たちクラブの力にもなると確信します。

　中東を含め難民が欧州に押し寄せています。直接私たちに関係

クリスマスとワイズメンの意義　

小　尾　雅　彦

会　　長　河部　薫
副 会 長　渡辺　鈴木

書 　 記　谷川　千賀
会　　計　塩田　川口　

ブリテン　久保田　千賀　伊左治　川口

クリスマス祝会

と　き：2015年 12月 5日㈯5:30p.m. 〜 8:00p.m.

ところ：名古屋ガーデンパレス

第一部　礼拝
　　　　　司会　塩田　保君　奏楽　西村牧子さん
　　　　　奨励・祝祷　西村　清君

第二部　祝会　　　　　　司会進行　鬼頭栄子さん
� � � 　　　鈴木　学君

開会宣言　� � 会　長� 河部　薫君

ゲストビジター紹介

食前感謝� � � 小尾雅彦君

　　乾杯� � � 尾関　明君

演奏　　「アルゼンチンタンゴ」

　　　　　　　　　　タンゴプラティーノ

諸報告

閉会宣言� � 会　長� 河部　薫君
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■■■�第 1 例会レポート � ■■■
と　き　　２０１５年１１月１０日（火）
ところ　　名古屋YMCA

　１１月第１例会は、歌う行政書士こと元愛知県警で暴力団
捜査に従事されていた下澤公男氏をゲストスピーカーにむか
え、先月予定されていた常川晴生君の待望の入会式と合わせ
て開催されました。卓話は、ゲストの県警勤務時代の経験を
踏まえ、様々なエピソードが語られました。冒頭に暴力団は
怖くないと話され、一同？？？。その意図は、現在の組織暴
力団は、暴力団対策法により法律で縛られており、組織とし
て規律のある行動を求められていること。素人のほうがよほ
ど危ないと語られました。今の暴力団組員には、知恵と力と
統率力が求められており、見るからに危ないよりも、見た目
は普通になってきており、下澤氏が入職した当初とは様変わ
りである。昔は警察も見た目が厳つく、やくざか警察かは紙
一重であった。また、警察からやくざに転職？した方もあっ
たとの事。その他にも、やくざの意味は８＋９＋３＝２０。
０は賭け事で言うドボン、下の下であることからきている説
もある。芸能人と暴力団の関係や、「しのぎ」としての「み
かじめ料」は今も存在している。現在話題の最大暴力団の抗
争は、分裂した側が非常に危うい状況にあるなど、週刊誌で

よく目にする内容が、淡々と語られ興味津々でした。
　その後、常川君の入会式が河部会長により執り行われまし
た。車の販売店で現職である常川君は、勤務の状況で例会へ
のフル参加は難しい面もあるが、気持ちは友人である会長と
共にあり、趣味のマジックを生かしながら社会に貢献できる
ことを望まれていると力強く語られました。仕事の関係上、
難しい方も来られて「俺の後ろには ･･･」と凄まれる方もい
らっしゃるが、常川兄の後ろには警察がついており、毅然と
した態度で臨む事が暴力から身を守ることであり警察は本当
に信頼できると、卓話に関連した素晴らしい締め括りをされ
ました。今後のご活躍を期待しております。　　　　　　　
� （中村　隆）

がない、影響がないと思いがちですが、この事態は先進国の

後進国から搾取してきた経過の凡例の一つだという意見もあ

ります。私たちも身近なところで搾取する側にいたのではな

いかと反省も、対応も必要と思います。フランスで起きたテ

ロ事件、宗教だけの問題でなく経済的、人種的問題も含んで

いるのでしょうが続いています

　直接ではないかも知れませんが私たち一人一人にも少なか

らず影響があるでしょう。世界の全ての人々が平安のうちに

暮らせることを、平和であることを願い

　ワイズメンズクラブの一員として活動を重ねたいものです。

■■■��第2例会レポート� ■■■

と　き：2015年11月17日　19:00〜20:30

①クリスマス例会について
②�ＹＭＣＡ行事の報告　全国ＹＭＣＡリーダー研修会、南山
ピースフルサンデー、チャリティラン、チャリティーゴルフ
について
③名古屋YMCA大会、YYフォーラムについて
④クリスマスカードコンテストについて
　�12月15日〜22日開催　セントラルパーク市民ギャラリー
にて　12月15日カード張り出しのため15:00より現地集合
でお手伝いをお願いします。

⑤熱海、紀の川DBC交流会について　
　　�5月中旬から下旬　熱海グローリークラブより日時の決定
待ち。皆様のご参加をお願いします

⑥1月例会について
　　�リーダー研修会に参加したリーダーたちに報告して頂く
⑦じゃがいもファンド報告
　　約97,000円の売り上げ　約13,000円クラブファンドへ
⑧2016年度中部部会について
　　�川口次期会長期の中部部会は2016年8月28日（日）名鉄
ニューグランドホテルにて。名古屋クラブがホストのため
皆様のご協力をお願いします。

⑨クリスマスキャロルについて
　　12月23日（祝）18:00〜18:45　ご参加をお願いします。
　　お手伝いいただける方は、17：00に集合して下さい。

義井祐子さんより、ブリテン委員会へ郵送料の一助へと切手の寄贈がありました。
額面は総計1990円ですが、1960年代後半の特殊記念切手は今月のブリテン発送（封筒）に貼ってクラブメンバーの
お手許にお届けいたします。郵便料金が10円 15円の頃、なにか郷愁を覚えます。
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ＹＭＣＡチャリティーゴルフ２０１５

　東日本大震災への支援を目標のチャリティーゴルフは３年

目を迎え 11月 14 日岐阜県御嵩町美岳カントリークラブの

協力で開催されました。当日

は雨との予報でしたが雨の心

配もいらず、良いプレーに興

奮したり冷や汗をかいたりの

楽しい一日でした。参加者は

ＹＭＣＡ会員・元会員・関連

者・友人など大阪、高槻から

の遠方からの参加者を迎え実施されました。当クラブからの

参加者は８名。目標がチャリティーということで初めてプレ

ーをするという方も参加していただきました。初めてプレー

をする人でも優勝できるチャンスがあるというルールでの競

技で、そのせいか小生が優勝してしまいました（スミマセン）

３位に尾関さん（実力通り）。このチャリティーゴルフをき

っかけにＹＭＣＡの理解者を増やす、ＹＭＣＡの会員を増や

す、ワイズメンズクラブの会員を増やす一端であればと願い

ます。来年の日程も決まっています、２０１６年１１月１９

（土）日です。是非ご参加ください。

（小尾雅彦）

「ところが、『ヘロデのところへ帰るな』と夢でお告げがあったの
で、別な道を通って自分たちの国へ帰って行った」（１２節）�

マタイによる福音書 2章 1〜 12節

西　村　　清

　１２月、クリスマスの季節を迎えます。しかしクリスマス

はどんな出来事だったのでしょか。聖書には、登場人物のマ

リアとヨセフ、羊飼い、そして東の方から星を追ってやって

きた博士たちの物語として描かれています。その彼らに共通

していることは「発見する」ということです。発見というの

は、発明と違って、いま存在しないものを新しく作り出すわ

けでなく、既に存在しているが、私たちはそれに気づいてい

ないもの、隠されているものに気づくということなのです。

　イエスの母マリアは自分の胎内に一つのいのちが宿ってい

ることを発見します。羊飼いたちも天使のお告げを聞いて出

かけ、家畜小屋の中の飼い葉桶の中に、自分たちの救い主と

して生まれたイエスを発見するのです。また東方の博士たち

も、不思議な星に導かれてエルサレムのヘロデ王の宮殿にや

って来ますが、幼子イエスは発見できず、寒村のベツレヘム

でイエスを発見します。

　しかし考えてみますと、マリアにとって夫もいなのに、そ

して身に覚えもないのに妊娠するなど、あってはならないこ

と、そう望まない出来事として、自分の胎内に一つのいのち

を発見するのです。羊飼いにとっても、そんなところに救い

主など生まれないだろうと思われるところに、羊飼いたちは

救い主イエスを発見するのです。東方の博士たちも、首都の

エルサレムのヘロデ王の豪華な宮殿にきっと救い主を発見で

きるだろうと訪ねますが、そこではなく貧しいベツレヘムの

家畜小屋の飼い葉桶のなかに救い主を発見するのです。

　実は私たちの中にも、そのような場所があるのではないで

しょうか。私たちの中の否定的なところ、人から評価されな

いところ、自分自身でも価値を見出せないところ、自分とし

ては隠しておきたいところ、なければいいのにと思えること

があるのではないでしょうか。しかし逆に、高価で、美しい

ものに目が引かれます。しかしそのような豪華さは私たちの

目を曇らせ、本当に大切なものを見えなくしてしまうのです。

本当に大切なものは、むしろ自分にとって魅力的でないもの、

自分にとってしんどいな、嫌だなと思えるところにあるので

はないでしょうか。

　そして自分の人生の中にこの「発見」を経験した人は、全

く新しいいのちを生き始めるのです。冒頭の聖句「別な道を

通って自分たちの国へ帰って行った」はそのような意味をも

っています。クリスマスはそのようなことに気づく時ではな

いでしょうか。

名称のプラティーノはプラティナのように光り輝くような演奏をし
たいという思いから名付けられたものです。
アルゼンチンタンゴを演奏するには本格的なデピカスタイルで古典
タンゴの名曲の数々をもっとも得意としています。
　※�タンゴ発祥の地　ブエノスアイレスのボカ地区・カミニート

でもバンドネオン演奏等、活躍されました。

バイオリン　　西郷幸枝
バンドネオン　田中博澄
ピアノ　　　　西谷徳子
バホ　　　　　鈴木克彦

クリスマス例会
バンド紹介 タンゴプラティーノ
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　11月メネット例会

と　き：2015 年 11月 10日（土）PM2：00〜 4:：00

ところ：名古屋YMCA

　先月に続いて、愛実クリスマスのプレゼント作りを 40

個完成。布を組み合わせたハート形のオーナメントにベル

を付けました。頭と手先きのリハビリ？を兼ねて久し振り

の楽しい作業です。夕方のメンの例会まで待ち時間を近く

のコメダでゆっくり、おしゃべりタイムに・・・、各々の

近況やら、戦時中の経験やら、大変に勉強になりました。

こんな形のメネット会もたまにはイイねーという感想もあ

りました。

12 月の愛実の会について　特にメンの方へ

　メネット会との関係は 20年を超えています。

　現理事長・島しづ子先生が始められた重度心身障がい者

のデイケアしせつです。月一度の昼食作りを通して、メン

バー（10名程）とスタッフの皆さんと親しくなり、島先

生はボランティアより友人としていつも優しく迎えて下さ

います。近年は体力の限界により、クリスマスのみの訪問

となりました。メンバーさんも、メンのバンド演奏を楽し

んで下さるので、何とか出来る限り続けたいと願っていま

す。� （西村牧子）

愛実の会クリスマス

と　き　12月 5日（土）　AM10:30 〜 11：30

ところ　NPO愛実の会　TEL693-5397

　　　　交通：市バス　伝馬町から鳴尾車庫行き

　　　　　　　南陽通り6丁目下車　郵便局角を右へ入る

　　�　　　　　�メンのバンド（渡辺真悟さん）の車に同乗

していただくのも一方法です。

　メンのバンド演奏を一緒に楽しみます。

　ケーキと小さなプレゼントを持参する予定。

12月メネット会ごあんない

▼ YMCAニュース▼
　例年より暖かい秋が過ぎ、気がつけば冬の到来。今年の

冬も多くの子どもたちがＹＭＣＡのスキーキャンプに来て

くれます。今年のスキーキャンプの一番の懸念は雪が降る

のか？ということ。人工の雪ではなく、本物の雪に触れて

ほしいという願いが叶うことを信じ、子どもたちを迎える

準備をしていきたいと思います。

　また、１２月といえば、クリスマス。アドベントの期間

に入り、幼稚園では降誕劇の練習が始まっています。ＹＭ

ＣＡでは、クリスマスを迎えるにあたり、すべての人が生

命の大切さを感じ、他の人へのいたわりと分かち合いの気

持ちをもち、共に生きる社会のために捧げるためにクリス

マス献金を行っております。是非、ご協力いただきますよ

うお願いいたします。

【YMCA行事予定】

１２月１９日：�クリスマスカードコンテスト表彰式　����

（場所：名古屋ＹＭＣＡ）

１２月２３日：�クリスマスキャロル inセントラルタワーズ　

（場所：名古屋駅セントラルタワーズ）

　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

切手
　木本精之助君� 45pt
　塩田　　保君� 45pt
　深谷　朗子さん� 15pt


