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　　主　　題（2016 ／ 2017）

国 際 会 長　　「我々の未来は、今日から始まる」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「Y's 運動を尊重しよう」　

西 日 本 区 理 事　　「Y's 魂で、更なるY's の活性化を !」

中 部 部 長　　「出会い　ふれあい　響きあい　前へ進もう」

名古屋クラブ会長　　「燃やそう∞生きるちからを！」

2016 〜 2017　12 月号　(No837)

在　　籍� 23 名
第 1例会� 19 名
　　メネット� 3 名
ゲスト・ビジター�� 1 名
第 2例会� 11 名
　　メネット� 0 名
メーキャップ� 1 名
出席率� 91.3%
メネット会� 名
ゲスト・ビジター� 名

11 月クラブ出席 B　　　F

切手� 175pt

現金� 0pt

小計� 175pt

切手� 398pt

現金� 0pt

小計� 398pt

11
　
月

累
計
（
７
〜
11
月
）

伊左治� ◯

尾　関� ◯�

小　尾� ◎

加　藤� 　

川　口� ◎

川　本� ◎

河　部� ◎

鬼　頭� ◯

木　本� ◯

久保田� ◎

塩　田� ◎

鈴木（貞）� ◦

鈴木（学）� ◯

相　馬� ◎

谷　川� ◎

常　川� ◯

寺　田� M

中　村� ◯

西　村� ◯

牧� ◎

山　口�

義　井� ◯

渡　辺� ◎

11　月　　個　人　出　席
第 一 例 会（11/8）（メネット）伊左治　尾関　西村　

チャリティラン（11/12）�川口　川本　河部　久保田　谷川
� 寺田　中村　西村　牧　義井　渡辺
チャリティゴルフ（11/19）尾関　河部　川本　中村　牧
　　　　　　　　　　　　　渡辺　
第 2 回西日本区役員会（11/5 〜 11/6）　川口

第　2　例　会

と　き:2016 年 12月 13日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：1月例会�他

　今年も名古屋のプロスポーツは、全く振るわずに低迷、チー

ムの結束も欠け、負け続けの姿をさらしました。流石に、今は

危機感を持って立て直しに取り組んでいるようなので、来シー

ズンは違った姿を期待しています。昔からチームが強くなる筋

書きには、①大目標を共有して、全員でその達成に立ち向かう、

②チームが存亡の危機に陥り全員で脱却に必死になる、等でし

ょう。

　ところで、わがクラブは何世代にも亘る 70年の永い歴史を

誇りとしてきました。現在は新しい次の世代に向かって、ゆっ

くり移り行く途中のように感じています。若いメンバーが相次

いで加わりを深め、強力なチームとなって、実のある活動を続

けて行かねばなりません。

　来る 70周年行事は、我がクラブにとって大切なおお仕事で

す。全員で心を一つにして共に汗をかき、強力チームに成長す

る絶好のきっかけになると思います。

　新年から始まる立案の段階から、全員で参加してそれぞれの

経験や知恵を出し合い、チームとしてこの大仕事に取り組みま

しょう。多忙を極める人も、高齢など制約のある人も、出来る

範囲で参加しましょう。そして意義のある 70周年の行事を成

功させ、全員でお祝いの美酒を交わそうではありませんか。

70 周年に向かって全員参加で取り組もう　

塩　田　　保

会　　長　河部　薫

副 会 長　渡辺　鈴木

書 　 記　谷川　

会　　計　塩田　川口　
ブリテン　久保田　伊左治　川口

12 月例会プログラム

名古屋地区 4 ワイズ合同クリスマス例会

と　き：2016 年 12月 3日㈯

ところ：名古屋クレストンホテル

　　第一部　礼拝　10Fチャペル　18：00pm
司　会　川本龍資君（名古屋）

　　第二部　祝会　9F　18：40pm～
司　会　杉山弘時君（南山）

開会宣言　� � � 河部　薫君（名古屋）

ゲスト紹介

挨拶　� Yサ・ユース事業主任　堤　弘雄君（熊本）

食前感謝祈祷� � 浅野猛雄君（東海）

乾杯� 川口　恵さん（名古屋）

リーダー活動報告� ユースリーダー　

プレゼント交換

　　※�1000 円位の交換用プレゼントをご持参くだ

さい。

閉会宣言� 　　　　　　早川政人君（グランパス）



(2)

■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き　2016 年 11月 15日（火）

ところ　名古屋YMCA

◎東西交流会の案内

　2017年 2月 4日 5日東山荘で開催。申込はクラブ単位で。

名古屋クラブは 12月 3日（土曜）を第 1回締切、12月 13

日（火）を第 2回締切とする。1泊 2日 13,000 円。2月 4

日 14時開会、2月 5日昼食後解散。ＪＲ三島駅から東山荘

まで送迎バス運行予定（予約制、有料、登録用紙で申込むこ

と）先着 400 名（詳細は別途メールで送付しているチラシ

を参照ください。）

◎ 12 月クリスマス例会

　ユースリーダ招待の名古屋クラブ支援分は、出席できない

人にも負担してもらうとよいとの意見があり、その負担方法

を話しあった。クラブメンバー全員分についてクラブファン

ドを用いて支援するとよいとの意見、との意見も出ましたが、

意見がまとまらず会長一任となりました。

　会長一任の結果は、名古屋クラブ参加費はメン 8500 円、

メネットとゲスト 7500 円、子供プレートの必要な子供

3500 円、食事不要な乳児は無料。不参加の方は 1000 円を

負担。

時間は、5時半～受付開始（9階）6時から礼拝（10階チャ

ペル）、6時 40 分から 2時間祝会（9階）。場所は名古屋ク

レストンホテル（中区栄 3－ 29－ 1　パルコ西館。052 －

684 － 8472）。受付を済ませて 10 階チャペルへお越しく

ださい。

◎ 70 周年記念行事の件

　来年は周年行事が西日本区で 26と多いため記念例会を開

催するなら、日程を早く決める必要がある。それ以外の行事

（記念誌ほか）についても今後検討していく。毎月の例会あ

るいは第 2例会で検討の機会を持つ。

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き；2016 年 11月 8日 ( 火 )

ところ；名古屋YMCA

11 月第一例会は「唱歌誕生と日本人」をテーマに元ＮＨＫ

アナウンサー秋田建三氏の卓話。江戸時代まで日本国民とい

う意識のなかった日本人に音楽で和を生み出し、日本人と

してアイディンティティを確立しようとしたこと、兵士が戦

場で整然と行動するように秩序ある社会を作るための国策、

地理学習とお国自慢で奮い立たせる（鉄道唱歌、箱根八里）、

西洋の旋律に日本的な歌詞（菩提樹）、日本の風景と情感を

歌う（朧月夜）、国策である唱歌への反発（赤とんぼ）、昭和

22 年最後の文部省唱歌は

世の中を元気づける（み

かんの花咲く丘）など時

代に応じ、意味をもって

作られたとのことであっ

た。

　学校で習った歌がそん

な意味を持って作られたのかと思い、懐かしい歌に口ずさむ

人もあり、また由紀さおりさんの幼い頃（童謡歌手安田章子）

の声も聴くことができ、興味深い卓話であった。

� � （川口　恵）

　街頭募金

　右記の日時・場所にて名古屋 YMCA冬の街頭国際協力募

金（クリスマス献金）を実施する予定です。

　名古屋ワイズの担当日時は１２月１１日（日）となってい

ますので、こちらの日程にて優先的にご参加をお願いいたし

ます。

　両日参加いただくことが可能な方、もしくは、１１日は都

合が悪いものの４日は参加いただける方は４日（日）の参加

も歓迎いたします。

＜場所＞

金山駅前�アスナル金山（集合場所：アスナル金山の交番前�

※駅コンコース北口を出た所になります）

＜日時＞

１２月　４日（日）�16:00 ～ 17:00�（ワイズ担当：東海、南山）

１２月１１日（日）�16:00 ～ 17:00�（ワイズ担当：名古屋、

グランパス）

事前の出欠連絡は必要ありませんので、上記の日時にアスナ

ル金山までいらしていただければと思います。

皆さま、奮ってのご参加をお待ちいたしております。

よろしくお願いいたします。� （加藤俊一）
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　チャリティーラン
とき　2016 年 11月 12日（土）　　　ところ　名城公園

　夜来の雨もすっかり上がりグランドコンディションも最高。小春日和のこの日の

ために用意されたようなお天気のなか、第 23回チャリティーランが名城公園で開

催された。参加 65チームと個人レース参加を含め全員が完走を達成。

　タスキをつなぐ助け合いの心に寄せられた約 500 万円は障害のある子等の支援

事業にあてられる。

　我が名古屋クラブも恒例のみたらし団子に挑戦もう手つきはベテランそのもの焼

き立てをほう張る子どもらの笑・笑・笑、晩秋の爽やかな一日であった。

『家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひ
れ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈物
として献げた。ところで、「ヘロデのところへ帰るな」と夢でお
告げがあったので、別の道を通って自分たち国へ帰って行った。』�

マタイによる福音書 2章１1～ 12節

西　村　　清

　　クリスマス物語、イエス・キリストの誕生の「聖誕劇」

には、羊飼いと東方の博士が欠かせない役者です。特に東方

の博士は今の聖書には占星術の学者たちとなっています。東

方から占星術（占い）の学者が星に導かれて生まれたばかり

のイエス・キリストを拝みに来ます。

　彼らは持ってきた宝の箱から黄金、乳香、没薬をイエスに

贈り物として献げたと記されています。しかしある聖書学者

の研究では、宝の箱と訳されている言葉は「箱」ではなく、「入

れ物」、リュックのようなものであったようです。また宝物

とありますが、例えば乳香というのは、墨に混ぜて占いの言

葉を紙に書いて占うというように、いわば彼らの商売道具で

あったのです。しかし彼らは幼子イエス・キリストに会い、「宝

物」を献げたということは、彼らは自分たちの商売道具を献

げたことになります。いわば価値観が変えられて、占いの仕

事をやめるということを意味します。イエス・キリストに会

うことで人生が変えられ、新しい人生を歩み始めるというこ

とです。今月の聖句の後半に、来た時の道と別な道を通って

帰って行ったとあるのは、まさに新しい人生を踏み出したと

いうことになります。

　占星術の学者と呼ばれている人々は東の方から来たとあり、

聖書では「東」は罪を犯した人が追放される所です。創世記

に記されていますカインとアベルの物語でカインは弟アベル

を殺した罪で東に追放されます。「エデンの東」という映画

もありました。いわば異邦人の住んでいる、ユダヤ人にとっ

ては最も忌み嫌っている土地です。その東に住んでいた東方

の占星術の学者に救い主イエスの誕生が告げられ、イエス・

キリストを拝みに来たのです。

　クリスマスはクリスチャンだけのものではありません。す

べての者に与えられる喜びの時とも言えます。主イエスに会

うことで人生が変えられ、生きる姿勢を変えられた東方の占

星術の学者のような経験を私たちもできればすばらしいと思

うのです。

Eは新クラブを設立すること。YESは新クラブ設立支援に使われます。献金で集められた資金の 3分の 2は、集められ
たエリアの区で使われます。� 山藤　哉 EMC 事業主任（京都グローバル）

西日本区強調月間リスト　12 月 EMC・E　YES

切手
　尾関　明君� 175pt

メ　　ン 12 月 24日� 牧　賢範君
メネット� 12 月　1日� 鈴木郁子さん
� 20 日� 鈴木晃子さん

　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
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と　き：１２月３日（土）　１０：３０～

ところ：愛美の会（クリスマス祝会）

　参加者は９：３０、名古屋中央教会で待ち合わせ

　西村メンが車でご協力下さいます。

　　１２月１日までに西村メネットへお返事下さい

　　（TEL７９８－１５３９）　　　　　　　　　（深谷）

　

12月メネット会ごあんない11 月メネット会 

◎１１月８日の第一例会で、メネット会手作りのカード

３３組（５枚１組￥３００）をメンの皆様にお買い求め頂

きました。感謝申し上げます。収益金一万円は名古屋ＹＭ

ＣＡ事業の「低所得家庭児童のキャンプ参加プログラム」

へささやかな一助になればとメネット会一同の祈りとし

て、お献げさせて頂きます。

◎１１月１９日（土）午後、メネット会有志、９３才尾関

メネットを先頭に、８０代、７０代の高齢者４人が平素乗

り慣れない市バスで、お堀端の紅葉を眺めながらの珍道中。

６月１８日に夫君八郎氏が召された五島美代様をお訪ねし

ました。お二人方のお人柄そのままの静謐で温かいお住ま

いで、Y’sで誠実に活躍された故八郎氏をお偲びし、御

霊の平安をお祈り致しました。� （西村牧子）

チャリティーゴルフ

　１１月１９日（土）恒例の名古屋ＹＭＣＡチャリティー

ゴルフ大会が開催されました。あいにくの雨模様の為、エ

ントリー２０名のうち１４名参加のもと、岐阜の美岳カ

ントリークラブを舞台に、

名古屋クラブからは、尾

関・河部・川本・鬼頭・渡辺・

中村・牧の７名がエント

リー、うち６名で日頃の

腕前を競いました。結果

はなんと、我がクラブ河

部会長が見事優勝！！優勝カップと副賞の東北地酒を獲得

されました。やっぱり会長はなにか「持ってる！」

　東北大震災以降、東北支援を目的に行ってきた本大会

に、今回は仙台ＹＭＣＡの村井総主事が参加してくださ

り、共にゴルフを楽しむと同時に東北の現況報告をして

いただきました。「今から福島が始まる」とのお言葉を、

遠く名古屋のワイズとして重く受け止め、楽しんで良い

汗を流しながら、困難を覚える方々に少しでも寄り添う

ことのできる、このゴルフ大会に、次回以降も継続して

参加したいと思います。� （川本龍資）

▼ YMCA ニュース▼
ＹＭＣＡ行事

１２月４日（日）クリスマス街頭募金

　　　　　　　16:30 ～ 17:30　金山総合駅

１２月１１日（日）クリスマス街頭募金

　　　　　　　16:30 ～ 17:30　金山総合駅

１２月２３日（祝）クリスマスキャロル inJRセントラルガーデン　　　　　

　　　　　　　18:00 ～ 18:45　J�R 名古屋駅セントラルガーデン

� � （雨の場合はテレビ塔）

　アドベントの期間に入り、クリスマスを迎える

準備が多くの場所でなされています。

　名古屋ＹＭＣＡでも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

きる社会の実現に向け、多くの方と祈りをあわせ

たいと思います。また、今年もクリスマス献金を

行います。ご協力をお願いいたします。


