
THE  SERVICE   CLUB   OF   THE  YMCA

CHARTERED    AUGUST  27,  1947

c/o　NAGOYA  YMCA   2-7,  HARUOKA, 1CHOUME CHIKUSA-KU,  NAGOYA,  464-0848  JAPAN

AFFILIATED   WITH   THE   INTERNATIONAL    ASSOCIATION   OF   Y’S   MEN’S   CLUBS
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

○第 1　　第 2　　◎第 1・第 2　Mメーキャップ

　　主　　題（2016 ／ 2017）
国 際 会 長　　「ともに、光の中を歩もう」　　　　　　　　　　　　　　
ア ジ ア 会 長　　「ワイズ運動を尊重しよう」　
西 日 本 区 理 事　　2022 年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
中 部 部 長　　「愛し合い、助け合い、心はいつも青春」
名古屋クラブ会長　　「ワイズは楽しく、有意義に」

2016 ～ 2017　8 月号　(No845）

在　　籍� 24 名
第 1例会� 20 名
　　メネット� 4 名
ゲスト・ビジター�� 0 名
第 2例会� 7 名
　　メネット� 0 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 91.7%
メネット会� 0 名
ゲスト・ビジター� 0 名

7月クラブ出席 B　　　F

切手� 65pt

現金� 0pt

小計� 65pt

切手� 65pt

現金� 0pt

合計� 65pt

７　

月

累
計
（
7
月
）

伊左治� ○

尾　関� ◯�

小　尾� ◎

可　知� ○

川　口� ○

川　本� ○

河　部� ○

鬼　頭� M

木　本� ◯

久保田� ◎

塩　田� ○

鈴木（貞）� M

鈴木（学）� ○

相　馬� ○

谷　川� ◎

常　川� ◯

寺　田�

中　村� ◯

西　村� ◎

平　野� ◎

広　瀬� ◎

山　口�

義　井� ○

渡　辺� ◎

7　月　　個　人　出　席
第 一 例 会（7/11）�
　　　　（メネット）　伊左治　長井　西村　深谷

第　2　例　会

と　き︰ 2017 年 8月 15日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ：河部宅
プログラム：9月例会　70周年記念事業の件　その他

　私の勤務する会社は 4月から 3ヶ月間の新人研修を経て 7

月 1日付で各社・各部に配属がされます。

　3ヶ月の研修の中で大方針として

　○世の為・人の為

　○正しいものの捉え方×熱意×仕事能力=成果

という基本的な考え方に基いて教育をしていますが !!　仕事能

力は勉強をすれば知識として修得が出来訓練すれば仕事は出来

るようになります。

　ただし、正しいものの捉え方とは…社会人として会社の企業

人としての価値観であり、育った環境（親・家族・友人等）に

よって異なり、その価値観が私の時代とは大きく変わり、非常

に心配される状況になっていると思われます。

　一例として、新人は毎朝出社時、特別大きな声で「お早うご

ざいます」半年もすれば声は出無くなり、首を振るだけの挨拶

になります。これは挨拶の目的・趣旨を真から理解してない為

に上記の様な事になります。人とのコミュニケーションが目的

であり、大きな声を出さなくとも普通の大きさで自然な会釈で

いいのです。

　また、地下鉄の中でよく見かける事ですが、、満員なのに大

きなリュックサックをそのまま背負ったり 2人分のスペース

を取って座って人が乗ってきても知らない（気がつかない）等

よく見かけます。

最近の若い人に思う
　常　川　晴　生

会　　長　谷川　修

副 会 長　常川　鬼頭

書 　 記　川本　鈴木（貞）　

会　　計　塩田　川口　
ブリテン　久保田　伊左治　川口　平野

8 月例会プログラム

納涼バーベキュー例会（雨天決行）

と　き：2017年 8月 27日㈰ 4:00p.m. ～ 7:00p.m.

ところ：愛知牧場バーベキュー場

　� � � �司　会　尾関　　明君

開会宣言　� 　　　��� �会　長　谷川　　修君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 西村　　清君

ゲスト紹介

食　事� 進行　川本龍資君（ドライバー）
お愉しみタイム {� 担当　クラブサービス
�

　（鈴木（学）君、常川君　鬼頭さん）

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ� � 川本　龍資君

YMCAの歌

閉会宣言　� 　　　��　　　会　長　谷川　　修君



(2)

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き�：�２０１７年７月１１日（火）

ところ�：　名古屋ＹＭＣＡ

　新年度キックオフ例会は藤本・重留担当者の日韓ユース

セミナー 8/15 ～ 20 スケジュール説明と歓迎会依頼等で始

まった。

１．2016 年度定期総会資料に沿って

　①年間活動行事報告 (谷川修書記

　②決算報告等(塩田保会計)メネット会より万国旗置物贈呈

　③会計監査報告(尾関明幹事39,676円ファンド繰り入れ)

２．バッジ引継ぎ（河部薫会長から谷川修新会長へ）

３�．谷川会長挨拶（“ワイズは楽しく有意義に。70年の継承

と 100 年に向けての発展を”。活動方針〔案〕：リーダー、

認知度、活性化、広く交流、例会充実、広報、Ｙ活動バッ

クアップ。具体的な活動の留意点・計画：例会、地域奉仕）

４．2017 年度予算（川口恵会計：メネット会計続けて）

５．入会式（谷川会長により可知将氏と平野実郎元区役員：再）

６．�役員選出：副会長（常川、鬼頭）書紀（川本、鈴木貞）

会計（塩田、川口）ＥＭＣ（河部、中村、川本）中略，直

前会長（河部）７０周年実行委員長（渡辺）中部 EMC主

査（河部）

７�．渡辺真悟実行委員長①「70周年記念事業について（６）」

（これ迄の纏め）�②「記念事業行程表」（各事項年間計画）

③�[ 記念グッズに関するアンケート ]( ８月 31日期限 )

８�．川本龍資チームリーダー提案：70周年キャッチフレー

ズ「名古屋ワイズメンズクラブ感謝７０年」、ＰＲ用直径

25mm缶バッジ。

９�．中村隆総主事Ｙ報告：①ＹＭＣＡ“ひとりがよくなると

世界はきっと変わる”（「ＹＭＣＡ�ＢＲＡＮＤ�ＢＯＯＫ」

同盟）：「みつかる。つながる。よくなっていく。」ブラン

ドロゴ１, ２。10 月から斯様に。②「学童キャンプ」　

2016/30,2017/30。100 名以上未だ。③「名古屋ＹＭＣ

Ａ大会」10月１日に変更。

新入会数名で受賞され、素晴らしいお働きの２年間河部前会

長に心から感謝し、２度目谷川会長、渡辺実行委員長方一同

の健康と祝福を願う充実した例会でした。（敬称略）

� （相馬　静香）

　自宅においても、近所の人に会っても挨拶が出来ない、あ

りがとうと素直に言えない。

　また仕事を推進する中で新人に限らず、目標に向けて何と

しても仕上げようという意志の高い人が少なく壁にぶち当た

ると乗り越える事を考えずそのまま放置している人が多くな

っている事を感じます。

　上記に書いた事はほんの一例ですが、残念な事が目に付き

ます。その原因は、人としての先輩である我々にあると思う !!

　それは子どもの頃から日本人として元々持っている価値観

（武士道の心）を日頃の生活の中で見逃さず指導し、教育が

されていない事に要因があったと思います。

　上記を反省し、我々先人が身を正し、正しいものの捉え方

と諦めない熱意を将来日本を背負って立つ若者に見逃さず注

意指導することが大事だと思う。

　その中でも特にワイズメンクラブのメンバーは今まで通り

奉仕の心を持ち、さらに人としての人間教育にも若い人との

交流の中で先人の我々が身をもって示し指導し育てていく事

が使命だと思う !!

ユースと共に YMCAを尊重し、ワイズメンズクラブとしての責任と協力を果たし、互いの理解を深める為のプログラムを

推進しましょう。� 山川新一 Y サ・ユース事業主任（京都めいぷる）

西日本区強調月間リスト　8 月　Youth　ACtivities

メン　　
8月�25 日�中村　隆君

メネット　　
8月�10 日伊左治クミ子さん
� 16 日寺田　純子さん

義井裕子さん� 65pt
切手
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

日　時　：　２０１７年７月１８日（火）１９：００～

場　所　：　名古屋ＹＭＣＡ

1）８月第一例会の件

日時　８月２７日（日）プログラムは納涼バーベキュー

会費　3,000 円

司会　尾関　明君　お楽しみタイム　担当　クラブサー

ビス（鈴木学・常川・鬼頭）　受付　担当　渡辺君

　参加申し込みは８月１４日までにお願いします。

　�詳しくはホームページ参照（http://www.ys-chubu.jp/

main/16butyo/2017nagoya70th.pdf）

2）日韓ユースセミナーの件

①歓迎会会場は河部君に依頼

②名古屋市市内観光

③送別会　担当　ＹＭＣＡサービス（小尾）

3）�中部部会の件

締め切りが８月１２日となっておりクラブでまとめて申

し込み

当日は会長が車を出し乗り合いで行く予定。

参加者は電車等を使われるメンバーも谷川会長まで連絡

する

4）８月第二例会の件

８月第二例会は日韓ユースセミナーの歓迎会後に開催。

時間は午後７時から予定しているが歓迎会の時間の都合

で変更あり。日韓ユースセミナーの件と合わせて　最終

的な案内を後日連絡する

5）70 周年記念事業の件
実行委員会を８月８日（火）午後７時から名古屋ＹＭＣ
Ａ池下会館５階で開催
※会員全員が実行委員です。都合で欠席者は谷川会長ま
で連絡する。夕食の用意はありません。

6）クリスマス例会の件

日時　１２月９日 (土 )

会場等担当はクラブサービス

7）�その他

９月以降の第一例会プログラムは調整中

地域奉仕事業については、南山寮の子どもたちの潮干狩

り招待に加えて、愛実の会クリスマス祝会、野の花事業

所に係る労働奉仕プログラムをする

愛実の会クリスマス祝会の実施についてメネット会と検

討する

野の花事業所に係る労働奉仕について長井特別メネット

と相談の上日程の確定する

� （平野実郎）

『平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子
と呼ばれる。』�

マタイによる福音書５章９節

西　村　　清

　今年の夏は集中豪雨から洪水、地滑りが起こり、日本のあ

ちこちで被害が出ています。何故こうも次々と災害が起こる

のかといぶかるばかりです。また、特に日本の８月は広島、

長崎に原爆が落とされ、瞬時に多くの人が亡くなりました。

また第二次大戦の終（敗）戦記念日を迎える時でもあります。

そして最も強く世界の恒久平和を願ってきたのは日本でした。

また、一人の例外もなく、個人も、国家も、平和を求めて歩

んできました。しかし現実はその願いとはほど遠いものがあ

ります。

　今月の聖句に「平和を実現する人々は幸いである」と示さ

れています。平和な世界、争いのない、豊かで幸せなユート

ピアを誰もが探し求めています。しかし現実はそんな世界は

どこにもないのです。文字通りユートピア（ギリシャ語でウ・

トポス…no�place…どこにもない場所）です。

　かつて、民衆は平和を求め、またそれに応えて平和をつく

り、実現する力を持ち、いかなる争いにも勝って、最大の権

力をもって支配する者こそ平和を作り出す人で、神の子と呼

ばれました。パックス・ロマーナー（ローマの平和）で、正

にローマ皇帝がその人でした。力による平和、支配です。

　しかし皇帝にふさわしい言葉（平和を実現する）を、イエ

スは自分の前にいる弟子たちに向かって、あなたがもそう生

きるのだと呼びかけられているのです。無力な、弱さの中に

うずくまるしかないような弟子たちに、そう語りかけられる

のです。しかしどのようにしても、平和を作り出す（実現す

るも同じ言葉で、英語でピースマイカーですし、ギリシャ語

も同じです）、ことの出来ない人間にイエスの方から近づい

て来てくださるのです。ヘブライ人への手紙４：１５に、こ

の大祭司（イエス）はわたしたちの弱さを思いやることので

きないようなかたではない、と述べています。

　「平和を実現する人たちは、さいわいだ」と言われた時、

主イエスは、平和をつくり得ぬ絶望の中にある私たちに、さ

らに念を押すように語られたのではなく、この絶望の中にも

表れる人間の罪を、ご自分の罪として担ってくださるのです。

それがイエスの十字架でもあります。

　この８月、ＹＭＣＡとしても，またワイズメンとしても平

和の問題を深く考え、またその実現のためにどう行動を起こ

すべきか思いを馳せたいと願うのです。
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　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

YMCA ニュース

　YMCAでは夏のプログラムが始まっています。今年度

も多くの子どもたちが参加し、毎日子どもたちの笑顔であ

ふれています。今年度の学童キャンプは、昨年度より多い

３期開催となり、今年度もキャンプ場にてワイズの方々に

お手伝いを頂いております。また、引き続き、ワイズの方々

や会員の方からの支援金を受け付けております。

　一方、中学生バスケットボール大会や ICCPJ、日韓ユー

スセミナーなどのプログラムも継続して行われておりま

す。

・中学生バスケットボール大会：8月 2日～ 8月 6日、8

月 10日～ 8月 13日（場所：市内の各スポーツセンター）

・ICCPJ：7 月 15 日～ 8月中旬（日和田キャンプ場：7

月 24～ 29日、7月 31日～ 8月 5

日、8月 7日～ 15 日）。昨年に引き続き、名古屋市内滞

在は河部さんにホームステイを受け入れて頂きました。

・日韓ユースセミナー：8月 15 日～ 8月 20 日（8月 15

日に河部さん邸にて歓迎会開催、8月 16 日～ 18 日は日

和田キャンプ場にて活動予定。）

感　謝

西村清君より切手の献品がありました。

310枚　￥26,370

ブリテンの発送用として有難く使わせて頂きます。

台湾の女子大生ホームステイ報告
国際キャンプカウンセラー研修プログラム
2017 年 7月 14日～ 31日（実質 10日）

　全国の主要 YMCAにアジアの国々よりキャンプ（学童

キャンプ）で研修する為、名古屋YMCAに、台湾より羅（青

ちゃん）さんと韓（キャロルちゃん）が河部宅にホームス

テイし、日本の生活習慣の文化や日本人が世界に貢献して

いる事柄や様々な日本

や名古屋の経済、政治、

文化を生活を共にする

中で教示してきました。

　15 日（日）には、朝

早くから東関部屋の稲

沢合宿所に行き、朝稽古

を見学し、ちゃんこ鍋を

頂戴し、大須見学をし、

浴衣をプレゼントし、名

古屋城、大相撲名古屋

場所を観戦し、翌日は熱

田神宮、白鳥庭園（家内

が案内）と盛りだくさん

の名古屋観光を案内し名

古屋飯や日本伝統の和菓

子も沢山食べて頂きまし

た。

　彼女達にとって生涯一度きりかもしれない経験をされた

と思います。また彼女たちが社会に出た時に名古屋での

ホームステイの経験や日和田での経験が人生に生かされ、

自分に厳しい人格者に成長してくれる事が出来れば、精一

杯のおもてなしをしたホストとしてワイズメンとしてこの

上ない喜びです。最後に大相撲観戦には大相撲維持会員で

ある鈴木学ワイズの協力があったことを付記し感謝いたし

ます。� （河部　薫）


