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　　主　　題（2017 ／ 2018）
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」

2017 〜 2018　12 月号　(No849）

在　　籍� 25 名
第 1例会� 17 名
　　メネット� 5 名
ゲスト・ビジター�� 2 名
第 2例会� 10 名
　　メネット� 0 名
　　ゲスト� 1 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 80%
メネット会� 名
　　ゲスト� 名

11月クラブ出席 B　　　F

切手� 21pt

現金� 0pt

小計� 21pt

切手� 212pt

現金� 0pt

合計� 212pt

11
　
月

累
計
（
7
〜
11
月
）

伊左治� ◯

尾　関� ◯�

小　尾� ◯

可　知� ◯

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�

中　村� M

西　村� ◯

平　野� ◎

広　瀬� ◎

深　谷� M

山　口�

義　井� ◎

渡　辺� ◎

11　月　　個　人　出　席 第1例会（11/14）�
　　　　（メネット）� 伊左治　尾関　西村　長井　深谷
　　　　（ゲスト）� 惟任　相馬（朋）

第2例会（11/21）�
　　　　（ゲスト）� 惟任

中部評議会（11/18）�谷川　川口

中部合同メネット会（11/18 〜 19）� 谷川

チャリティゴルフ（11/24）
	 小尾　川本　塩田　中村　深谷　渡辺

第　2　例　会

と　き︰ 2017 年 12月 12日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
プログラム：1月例会　70周年記念事業の件　その他

　日本の 12月はイルミネーションに飾り付けられたクリスマ

ス一色になります。そしてなんとなくうきうきした気分になる

のも否定できません。反面、社会の片隅で、貧しく、社会から

見捨てられたような、みじめな暮らしをしている人も少なくあ

りません。

　クリスマスを祝うイエス・キリストの誕生はどうだったでし

ょうか。馬小屋に生まれ、飼葉桶に寝かされていた赤子と聖書

に記しています。そして徹底的に貧しさを経験したイエスこそ

神の子・救い主キリストであったと聖書は語るのです。

　さらにイエスの母、マリアは結婚する前に聖霊によって身ご

もり、窮地に陥りますが、神の励ましで、神のみ心に従う決心

をし、イエス・キリストの誕生へと導かれます。一方、マリア

の婚約者ヨセフは、身に覚えのない子が婚約者マリアに宿り、

また父親としての特権である、その子の名前さえつけることが

出来なかった。婚約者であったマリアは後の世に救い主イエス・

キリストの母として２千年このかた教会で尊敬を受け、世界の

クリスチャンによって人類の母として尊敬を集めているのに比

べて、聖書をみますと、父親のヨセフはイエス・キリストの誕

生の時にだけ現れ、すぐに消えてしまうのです。イエス・キリ

ストの誕生に最大限利用された男と言えます。しかしヨセフな

くしてクリスマスはなかった。いわば脇役の人生ですが、計り

知れない大きな使命を担った人生であったと言えます。

脇役の人ヨセフ

　西　村　　清　

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

12 月例会プログラム
70 周年記念クリスマス例会

と　き：2017年 12月 9日㈯
ところ：アイリス愛知 12階グランシャリオ
　　　　中区丸の内 2-5-10　TEL052-223-3751
第 1部　礼拝　17：30〜 18：00
� � � �司　会　川本　龍資君
� � � �奨　励　塩田　　保君
� � � �奏　楽　西村牧子さん
第 2部　祝会　18：00〜 20：00
開会点鐘　� 　　　��� �会　長　谷川　　修君
� � � �進　行　　　〃　　　
ワイズソング
参加者紹介
食前感謝� � � 川口　恵さん
乾　　杯� � � 尾関　　明君
会食・歓談�
アトラクション
　　クラウンと過ごすクリスマスナイト
YMCAの歌
閉会点鐘　� 　　　��　　　� 鈴木　学君
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■■■� �第 1 例会レポート 	■■■

と　き�：�2017 年 11月 14日（火）　PM7:00 〜 8：30

ところ�：名古屋 YMCA

　名古屋クラブ 11月第一例会の卓話は、西村清メンによる

「名古屋クラブ 70年の歴史」で、趣旨はこの 10年に新たに

入会したメンにも名古屋クラブの歴史を知っていただき、と

もに 70周年を迎えようと、いうものでした。

　日本区理事、西日本区理事、奈良傳賞受賞者、エルマーク

ロー賞受賞者の紹介、CS活動としてイチゴ狩り（今は潮干

狩り）、上前津の名古屋 YMCAバザーでの活躍、ソウル聖

岩クラブとの長きにわたる交流などが紹介され、また、故鈴

木武二メンと故長井潤メンの話がありました。

　鈴木武二メンは、伊勢湾台風救援に大阪 YMCAから派遣

されてその後名古屋YMCAの総主事になり、名古屋YMCA

の発展（予備校、専門学校、プールなど）に大きく寄与され

たこと。長井潤メンは、奈良 YMCAから名古屋 YMCAに

転勤され、ワイズとしては、十勝でのアジア大会のほか、各

地の西日本区大会やソウル聖岩クラブ訪問にトラベルコー

ディネータ―として名古屋クラブメンバーを連れて行ってく

ださったこと、和歌山紀の川クラブとのDBC締結には、名

古屋の長井メン―紀の川の永井メンの話がきっかけとなった

こと、名古屋ワイズ 60周年を機に名古屋 YMCAとソウル

YMCAのユース交流を再開に尽力されたこと、西日本区で

は、クリスチヤニティ委員会を創設し、ワイズの基本として

のキリスト教の理解を広めたこと、などを話された。ワイズ

に行ったらいつも温かい笑顔で迎えてくれた鈴木メン、名古

屋ワイズの楽しい活動にはいつも長井メンがいらしたこと、

など懐かしく思いました。私たちが西日本区や、ソウル聖岩

クラブとの交流で暖かく迎えていただけるのも、先輩の方々

の活動があってのことと思います。私たちも、先輩方が大切

にしてきたワイズ活動を、大切に受け継いでいくことができ

ればよいな、と思いました。� （川口　恵）

■■■� �第 2 例会レポート 	■■■

と　き：2017 年 11月 21日（火）19：00〜 21：00

１．１２月例会（クリスマス例会）について

　1）��出欠確認について：全クラブメンバーに最終確認を実

施（回答期限：11月末日）

　・�メール確認できないメンバーには谷川会長が個別に確認

する。

　2）例会次第の作成について

　・次第の表紙（用紙）調達と印刷担当：広瀬連絡主事

　3）�子供用プレゼント調達：鈴木学君、谷川君（人数確定

後の手配）

２．次期会長、次期中部事業主査（国際・交流）の選出について

　1）��次期会長選出については、候補者（複数）の仕事事情

なども有り再度の検討が必要。

　　�１月末が選出の期限につき、再考することとなった

　2）��国際・交流事業主査については、谷川会長が有力候補

３．中部ＥＭＣ事業主査の業務代行について

　　�今期ＥＭＣ事業主査の河部君が病気療養中である事を忖

度し、名古屋クラブメンバーにてその業務を代行する旨

を確認した。具体的には、区事業主任への定期報告（１

回 /２ヶ月）については、川本が代行する事を決定。中

部ＥＭＣシンポジューム開催については、谷川会長が、

山内部長、河部主査の意向を確認し、具体的な展開を探

る事とした。

４．愛実の会クリスマスの件

　　�今期より、名古屋クラブのＣＳ事業としてメネット会の

事業を継承している「愛実の会」のクリスマス会で、「バ

ンド演奏」と「手作り昼食」の奉仕を実行する。

　　�１２月９日（土）昼食準備開始時間の 10時に集合（現

地集合）

　・愛実の会事業所

　・名古屋市港区木場町 9-24�　電話 052-693-5897

　　※積極的にご参加ください

５．７０周年記念事業の件

　1）記念例会参加登録について

　　�３月４日（日）記念例会の呼びかけは、メンバー各自に

て実施していただくのが一番効果的であるため、積極的

に行動していただきたい。申し込みを「口答」でされる

ケースも見受けられる為、万が一の登録漏れを防ぐため、

情報の一元を計る必要がある。

　　�その為、「登録委員」を渡辺君に担っていただく事を決

定した。

　　�メンバー各自で、文書（申込み書）、電子文書（メール）、

及び口答で「行くよ！」の情報を既に得ておられる場合
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チャリティゴルフ
　11 月 24 日（金）さなげカントリークラブにおいて、

YMCAチャリティーゴルフが 36 名の参加者と共に行われ

ました。今年の大会よりチャリティーの目的は夏に行われて

いる学童キャンプの支援とし、６

人に１人といわれている相対的貧

困児童をキャンプに招待するため

に用いられます。また東日本大震

災を覚え、支援を継続するために

賞品及び参加賞はすべて東北の物産としています。特に今年

は仙台青葉城ワイズメンズクラブが行っているワイズりんご

も賞品に加えられました。また、東海地方のワイズメンのみ

ならず京都部からも３名の参加をいただき感謝です。名古屋

クラブからの参加者は、深谷、塩田、中村、小尾、川本、渡

辺ワイズ（新ぺリア方式の成績順です。）実行委員として企

画から準備いただいた深谷、川本ワイズメンには、重ねてお

礼申し上げます。� （中村　隆）

第 2回中部評議会＆中部合同メネット会が開かれました
　11 月 18 日（土）午後に第 2回中部評議会が、そしてそ

の後 1泊で中部合同メネット会が開催され、会長として評

議会に合同メネット会に、メネット連絡員として参加してき

ました。敦賀の先、紅葉真っ盛りの北陸道のトンネルを抜け

る道は気分最高。金沢の奥座敷と言われる湯涌温泉の「やま

した屋」という竹下夢二所縁の温泉宿が会場でした。

　評議会は、さして大きな議題もなくスムーズに進行、とい

うものの、私は職場で会議に少しだけ顔を出してから出かけ

たので終了間際の飛込でした。合同メネット会はあいにくと

名古屋クラブのメネットが誰も参加できず、ホスト役の金沢

クラブのメネットだけとなりそうだったのですが、神戸クラ

ブの中道京子メネット主任と、彼女を応援する数名のメネッ

トが参加下さり、大野理事、進藤書記、遠藤次期理事もアッ

シーくんを兼ねて参加して下さり大いに盛り上がったものと

なりホッとした次第です。合同メネット会では、中道主任の

国内プロジェクトである「子どもの貧困」をとりあげ、「金沢・

能登フードバンク代表」の津田たまえさんの卓話がメインで

したが、感動的なお話でした。名古屋クラブのメネット例会

でも、是非このテーマに沿った卓話を実施できればと強く心

に刻んだことでした。� （谷川　修）

は、又今後情報を得た際にも速やかに渡辺君まで連絡し

てください。

　2）記念グッズについて

　・�既に製作を決定している「名入れバンダナ」の見本を

１２月例会で皆さんに見ていただき、最終段階に入る。

尚、バンダナは、記念例会参加者への「記念品」として

も用いる。

　・�クラブメンバー用の「ブレーカー」作成の要望があり、

これも１２月例会で「見本」を皆さんに見ていただき、

製作可否の決定を実施する。

　3）記念誌について

　・�2018 年 1月例会時には、ゲラ原稿を皆さんに見ていた

だく段階に来ている。

　4）ＩＢＣ、ＤＢＣ交流会について

　・�３月３日（土）のＩＢＣ、ＤＢＣ交流会の主なイベント。

　　�交流食事会の会場は、アイリス愛知に近い丸の内「下の

一色（しものいしき）」を 40 名。仮予約中（鈴木学君

が手配）。和歌山紀の川クラブ、熱海グローリークラブ

には、午後名古屋駅に集合し、名古屋駅周辺の観光地見

学を企画する（トヨタ産業技術記念館、ノリタケの森、

名古屋ＹＭＣＡ日本語学校校舎など）

　・�又ソウル聖岩クラブには参加者数と 3月 3日、4日を

からめた来日日程（到着日、出発日）の打合せに入る時

期に来ている。（川口ＰＲ委員と調整要）

６．１月以降の例会について

　１月：�ＹＭＣＡ遠藤スタッフによる「インド訪問記」若し

くはケニアからの留学生ドリスさんの卓話　→　ド

リスさんＯＫならばこちらを優先する（谷川会長）

　２月：記念例会準備会

　３月：３月４日（日）７０周年記念例会を第一例会とする

　４月：�メネットナイトと位置づけ、今期西日本区メネット

事業である「子供の貧困」のテーマに相応しい卓話

者にお願いする（谷川会長）

　５月：ＹＭＣＡ遠藤スタッフによる「インド訪問記」

　６月：年度のまとめ・次期に向けて� （川本龍資）

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。� 三科仁昭�　EMC事業主任（京都東稜）

西日本区強調月間リスト　12月　EMC-E　YES
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木本精之助君　21pt切手

　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

冬のシーズンプログラム予約受付が始まりました。受付開

始後すぐに定員が埋まってしまい、キャンセル待ち状態の

プログラムもあります。今年度のクリスマス献金期間は、

2017 年 1１月 27 日（月）-2018 年 1月 31 日（水）と

なります。また、名古屋 YMCA日本語学院の短期日本語

プログラム交流会が 1月 25 日（木）11：00-12：00 に

行われ、参加申込期限は 1月 10日（水）となっております。

YMCA　12月の予定

12 月 12日（火）〜 18日（月）

　　�クリスマスカードコンテスト特賞・特選作品展示（場

所：栄セントラルパーク内市民ギャラリー）

12月 16日（土）

　　�クリスマスカードコンテスト表彰式（時間：14：00-�

場所：南山ファミリーYMCA）

12月 23日（祝）

　　�クリスマスキャロル（時間：18：00-18：45　場所：

名古屋駅 JRセントラルタワーズ・ガーデン）

『ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満
ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い葉桶に寝かせた。
宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。』

ルカによる福音書２章６〜７節
西　村　　清

　クリスマスの季節は喜びに満ちた季節です。しかしその

喜びの裏側には悲しみを見るのです。確かに光に導かれて、

この世に居場所のない羊飼いたちが、まず救い主イエスに

会います。また東の国の占星術の学者がメシア誕生を告げ

る星を追い求めてやってきて、家畜小屋の飼葉桶に寝かさ

れているイエス・キリストを誰よりも先に拝みます。

　ユダヤ人からすれば羊飼いは罪人であり、また異邦人で

ある東方の占星者の学者を人間として認めない、その意味

で居場所のない、そのような人々が神の子イエス・キリス

トの誕生にまず立ち会ったのです。そしてその場所に自分

たちの居場所を発見し、そこで自分たちが何者かを知らさ

れたのです。

　同時に、マタイ福音書を見ると、ヘロデ王は、預言の成

就として「ユダヤ人の王」が生まれたことを聞かされ、ベ

ツレヘム周辺の２歳以下の男児を皆殺しにします。その子

どもたちの母親の嘆き悲しむ声が聞こえたと記されていま

す。これはクリスマスの出来事の裏にある悲しみと言えま

す。

　ただ羊飼いや占星術の学者たちだけが居場所がなかった

のではありません。イエス・キリストは生まれる時から居

場所がなかったとも言えます。「宿屋にはかれらの泊まる

場所がなかった」と聖書に記されています。原文には「泊

まる」という言葉はありません。英語ではルーム（room）

とかプレイス（place）と訳されています。「居場所」と

も言えます。

　その居場所のなかったイエス・キリストの誕生にまず立

ち会い、生まれたばかりで、飼葉桶の中に寝かされている

イエス・キリストを拝んだ羊飼い、占星術の学者たちが、

心に喜びを感じ、生きがいをそこに見出し、自分たちの存

在の確かさを発見するのです。そこに初めて自分たちの居

場所を見出したのです。イエス・キリストこそ自分たちの

居場所となったとも言えるのではないでしょうか。

メネット　12月 1日　鈴木郁子さん　　20日　鈴木晃子さん


