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　　主　　題（2018 ／ 2019）
国 際 会 長　「より良い明日のために今日を築く」
アジア太平洋地域会長　「アクション！」
西 日 本 区 理 事　「風となれ、ひかりとなれ」
中 部 部 長　「輪を拡げ　明るく楽しく　元気よく　ＹＭＣＡとともに」
名古屋クラブ会長　「クラブライフで平和を感じよう！」

2018 〜 2019　10 月号　(no869）

在　　籍	 19 名

第 1例会	 14 名

　　メネット	 0 名

ゲスト・ビジター		 0 名

第 2例会	 8 名

　　メネット	 0 名

　　ゲスト	 0 名

メーキャップ	 3 名

出席率	 89.4%

9 月クラブ出席 B　　　F

切手	 0pt

現金	 0pt

小計	 3102pt

切手	 0pt

現金	 0pt

合計	22318pt

9
　
月

累
計
（
7
〜
9
月
）

小　尾	 ○

川　口	 ◦

川　本	 ◎

河　部	 ○

鬼　頭	

木　本	 　

久保田	

塩　田	 ◎

鈴木（貞）	 M

鈴木（学）	

相　馬	 ◎

谷　川	 ◎

中　村	 ○

西　村	 ○

平　野	 ◎

広　瀬	 ◎

深　谷	 ○

義　井	 ○

渡　辺	 ◎

9　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2019 年 10月 15日㈫ 7:00p.m. 〜 8:00p.m.
ところ：名古屋YMCA
プログラム：下半期プログラム　　その他

　ワールドカップラグビーで日本がアイルランドに勝った瞬間
から、予定通り？日本全体にラグビーファンが溢れ出しまし
た。前回大会でも五郎丸人気が起こり、「クライトンの奇跡」と
呼ばれた南アフリカ戦以降の沈黙が嘘のようです。私自身のラ
グビー熱は、北の鉄人と呼ばれた新日鉄釜石の日本選手権７連
覇（1978-84）。松尾雄二の華麗なプレーを支えるフロントロー
の洞口、センターひげ森。明治大学北島忠治監督の「前へ」に
対して関西の雄、同志社大学の名将岡仁詩は、大八木・林の両
ロックとゲームメーカー平尾誠二を有し、自由奔放な戦術で大
学選手権3連覇（1982-84）。忘れてはならないのは、1981年
第60回高校ラグビーの伏見工業高校VS大阪工大高。山口良治
監督率いる伏見工業はテレビドラマ「スクールウォーズ」のモ
デル校。一方大工大荒川監督もどうみても一般の人には見えな
い風体でした。実はこの試合に出ている両校のレギュラー選手
のうち５名が我が大学の先輩・同級生。1984年第21回大学選
手権準決勝は天理対慶応。１月２日に国立競技場まで母校を応
援に行きました。1999年の日本代表監督は、一つ年上の偉大
なる先輩平尾誠二。時代を先取りした平尾プロジェクトを開始
し、ラグビー未経験者だが他競技で特徴のある選手を集めたり、
初めての外国人キャプテンを指名したり、現在では当たり前と
されている強化方法の先駆者でありました。今回のワールドカッ
プラグビー、選手が「死ぬ気で練習した」と公言していますが、
代表レベルが口にするほどの練習量は、想像を絶するものだと
いう事が理解できます。よって、にわかでない私も断言しましょ
う。決勝の舞台に日本代表は必ず勝ちあがっています。

にわかラグビーファン

中　村　　隆　

会　　長　深谷　聡

副 会 長　平野　実郎

書 　 記　川本　渡辺　

会　　計　川口　塩田　
ブリテン　平野　久保田　

10 月例会プログラム

と　き：2019年10月8日 (火)7:00p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA	

	 司　会	 塩田　　保君

開会宣言	 会　長	 深谷　　聡君

ワイズソング	 	

聖書朗読・祈祷	 	 中村　隆君

食事	 	

プログラム　卓話　「災害に学び、災害に備える」

　　　　　　　講師　松木孝文氏（大同大学准教授）

ワイズ理解　「ＢＦ・ＥＦ」について

　　　　　　　担当　川本　龍資君

ハッピーバースディ	 	

ＹＭＣＡの歌	 	

閉会宣言	 会　長	 深谷　　聡君

11月号　原稿担当者
巻頭言　平野実郎君　　10月第一例会レポート　河辺　薫君

日韓ユースセミナー歓迎会（8/13）
　　　　　　	川本、河部、谷川、義井、深谷、渡辺、中村、　塩田、

西村、相馬、川口、Awindu	Doris		Awine	さん
日韓ユースセミナー送別会（8/16）
　　　　　　深谷、相馬、義井、中村、河部
中部部会（9/8）
　　　　　　	川口、河部、塩田、鈴木貞、谷川、中村、西村、

平野、広瀬、深谷、義井、渡辺、川本、小尾
学童キャンプ支援（第 1～第 3期）
　　　　　　川本、中村、義井、渡辺
阪和部部会（9/16）河部
YMCA大会（9/28）�川本　河部　木本　久保田　塩田　相馬		

谷川　中村　西村　広瀬　義井　渡辺



(2)

■■■	 	第 1 例会レポート �■■■

と　き：２０１９年 9月 10日（火）

ところ；名古屋YMCA

　9月例会は	“名古屋 YMCA	「夏プログラム」報告会”とし

て、当クラブも係わってきた夏季の３事業を担当された名古

屋 Yスタッフからそれぞれ丁寧に準備された報告をして頂

いた。

　いずれも子どもたちや、ボランティア全ての参加者が楽し

く充実した時間を共にして、大きな手応えを感じられた事が

良く伝わって来た。

1)	学童キャンプ＝	遠藤恵美子さん (ウエルネス、キャンプ

事業主任 )

　4 年目の今年も月〜土の 5泊 6日 x3 回が日和田キャ

ンプ場で行われ、学童 27名が参加、中にはリピーターも

何人かあり、又第一回の中学生が	高校生で参加し、来年

にはリーダーでの参加を期待しているど、プログラムの

今後には更なる期待が持てると感じた。

　渡辺メンが昨年に続き 1ー 2期に参加され、また義井

さんが初参加、その感想は“	楽しくて、〜、可愛くて‼︎”	

とのことでした。

2)	日韓ユースセミナー＝太田真由さん (ボランテイアセン

ター )　藤崎里奈さん (日本語学院 )

　先月のブリテンに深谷会長のレポートを頂いているが、

韓国チームのメンバー 5名と日本チームの 8名とスタッ

フ各 2名が、8／ 13 〜 17 の五日間の密度の高い交流を

通じて、最近の微妙な両国間の政治情勢の中でも、相互の

理解を深め、打ち解けて友情を結んで行く姿に明るい希望

の芽を見せて貰らった。別れに当たり来年韓国での再会を

約束したとのこと、それまでに最も近い隣国との政治関係

が少しでも改善しているように心から願う。ホームステイ

に協力頂いた河部メン、義井さんご家族に感謝します。

3)			米国ロスアンゼルスキャンプ=廣瀬謙一連絡主事

　2008 年以来久しぶりに参加したロスアンゼルスキャンプ

報告。

　7／30〜 8／ 13の 15日間、5名 (小 5ー 1名、中1ー

2名、中 2ー 1名、高 2ー 1名 ) と渡米。最初の 4日間

はロスでホームステイし、観光やオリエンテーション等、

その後東に 150km程移動して大自然の中の広大なCamp	

Whittle で 8 日間、参加者 200 名、ボランティア 60名と

いう大規模なキャンプ生活を体験された。プログラムの多

彩さ、健康管理の手法など学ぶべき点が数多との報告だっ

た。全体を通して、やはり夏は、YMCAが最も YMCAら

しく見える季節なのだと感じさせられた。

(塩田　保 )

YMCAニュース

秋は YMCAイベントが目白押しです。スタッフは冬・春

プログラムに向けて動き出しております。

YMCA　10月の予定

10 月 6日（日）	国際協力街頭募金　13：00 〜 15：00

　	 場所：栄エリアと名駅エリア

10月 27日（日）	南山バザー　10：00〜 15:00

	 場所：南山幼稚園・南山ファミリーYMCA

　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
21 日　深谷　聡君　

個人消息

８月２０日に木本洋子メネットが召天されました。メ

ネット会等大変ご尽力頂きました。

改めて感謝申し上げ、ご冥福をお祈りします



(3)

2017 年〜 2018 年　各担当

■■■	 	第 2 例会レポート �■■■

と　き：2019 年 9月 17日 ( 火 ) 午後７時	〜	8 時

ところ：名古屋ＹＭＣＡ５Ｆチャペル

１．クラブ第一例会予定

　1-1.　	１０月８日（火）：「伊勢湾台風６０年・災害に学び、災

害に備える」

　　・スピーカー：大同大学准教授　松
まつぎ

木　孝
たかふみ

文様

　1-2.　１１月１２日（火）：「タイトルは未定」

　　・スピーカー：和歌山紀の川クラブ　金城　清輝メン

　　　※	遠方よりお越しの為、当日宿泊手配が必要。紀の川メ

ンバー同行者の確認も必要（谷川メン）

　1-3.　	１２月７日（土）：クラブクリスマス例会（特別例会）

夕刻からの開催

　　・会場：ホテル名古屋ガーデンパレス

　　　　　（ホテルとの具体的な折衝担当：西村メン・川本メン）

　　・プログラム立案担当（深谷会長、谷川メン、平野メン）

　　・	名古屋クラブの単独開催とし、３部構成（礼拝・例会・祝

会）で実施。

２．ワイズポテトの件

　2-1.　	在名古屋４クラブ会長連絡会で検討の結果、今年度のワ

イズポテトの購入は実施しない事となった。クラブとし

て購入しない結論のクラブも有り、一箱当たりの購入単

価（コンテナ運賃含む）が 2,500 円以上になってしま

う為、また十勝からの収支報告が無くファンドとしての

意識が薄れてきている等の理由による。

３．名古屋ＹＭＣＡ会員活動行事について

　3-1.　		9/28（土）：名古屋ＹＭＣＡ大会（ＹＹＹフォーラム

同時開催）於）ルブラ王山 13：00〜

　3-2.　	10/	6（日）：国際協力街頭募金　於）栄と名古屋駅の

２箇所で同時開催　13：00〜 15：00

　　・広瀬連絡主事より別途、出欠確認のメール配信予定

　3-3.　	10/19（土）：ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週集会　

　　　　於）名古屋ＹＷＣＡ２Ｆ　10：00〜

　　・詳細は、後日メール配信予定

　3-4.　	10/27（日）：名古屋Ｙ南山幼稚園バザー	

　　　　於）南山ＹＭＣＡ　10：00〜

　　　　	（谷川実行委員長、川本実行委員）「ラーメン２５０食」

奉仕予定

　3-5.　11/	2（土 )：名古屋ＹＭＣＡチャリティーラン

　　　　於）名城公園　10：00〜

　　　	　（渡辺実行委員、義井実行委員）「みたらし団子」奉仕、

駅伝２チーム支援予定

　　・ラッフル券販売は１０月例会？

　3-6.　11/28（木）：名古屋ＹＭＣＡチャリティーゴルフ　

　　　　於）フォレスト芸濃ゴルフクラブ

　　　　（中村実行委員、深谷実行委員、川本実行委員）

　3-7.　	12/21（土）：クリスマスキャロル in タワーズ　於）名

古屋駅　夕刻より

４．愛実の会クリスマスの件（地域奉仕・環境事業）

　4-1.　	恒例の「愛実の会」クリスマス祝会を今年度も計画。

12/14（土）10：00〜 13：00の日時を

　　　　		先方に打診する（担当：谷川メン）→開催が決定した

ら１０月例会で参加呼びかけ実施予定。

５．１０月例会ミニ勉強会の件

　	5-1.　	テーマは、「献金」・・・今期、西日本区が目標にして

いる各種献金について学ぶ時とする。

　　※	各種献金の意味や使途を明確にし、各自が「意思を以っ

て捧げる」ことを目指す。

（川本龍資）

各号に例会以外の活動報告を掲載しておりますが、全て当委員では把握できておりません。
ワイズやＹＭＣＡ関係の行事に参加された方はその旨ブリテン委員にお知らせください。
宜しくお願いします。

第一例会卓話紹介

松木孝文氏（マツギ　タカフミ）　大同大学准教授

松山大学経済学部経済学科卒　愛媛大学法文学研究科総合法政策専攻修了
名古屋大学大学院環境学研究科博士研究員、名古屋大学文学部および環境学研究科助教などを経て現職。【学位】修
士（経済学）、博士（社会学）
現在、地域防災に関する研究や愛知県のメディア・文化の歴史について研究をされておられます。

ブリテン委員より
お願い
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『わたしたちは、このような希望によって救われているのです。
見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ている
ものはだれがなお望むでしょうか。わたしたちは、目に見えな
いものを望んでいるなら、忍耐して待ち望むのです。』

ローマの信徒への手紙 8章 24〜 25節

西　村　　清

　藤田敏雄作詞、いずみたく作曲の「希望」という歌を岸

洋子さんが歌って、一世を風靡しました。希望を求めて旅

に出て探すけれども、なかなか見出すことが出来ない。そ

して今また希望を求める旅に出る、という歌です。

　数年前の天声人語に出ていた記事ですが、文部科学省の

調査では、東京都内のある小学校で、卒業論文のテーマを

「将来の夢」にしようとしたのですが、３分の１の子が何

も書けなかったのです。子どもたちが夢や希望を思い描き

にくくなってきているとすれば困ったことです。作家の村

上龍さんも、近未来小説『希望の国のエクソダス』（文芸

春秋）の中で、中学生に次のように言わせています。「こ

の国には何でもある。本当にいろいろなものがある。だが

希望だけがない」と。

　他方、かつて台湾で、「希望の鐘をつけば、祈りが心に

うまれる。失敗するなんて思わなければ、いつもうまくい

くでしょう」と歌ったジュディ・オングさんの歌が最大の

ヒット曲になったのです。しかもこの歌の原曲は日本のフ

ォークグループ「赤い鳥」が７０年代初頭に歌った「竹田

の子守唄」でした。ジュディーさんの出生地、台南県の蘇

煥智県の知事にとって、「祈り」は国民党独裁時代の７０

年代後半、台湾大学生として弾圧を受けながら続けた政治

活動の思い出とつながったと言います。「集まりの後など

で何人かの仲間と一緒に歌うと涙が自然に流れてくること

があった。希望がやがては、かなえられるという歌詞に、

勇気付けられた気がした、と述べておられます。

　さて、聖書は希望について何と言っているのでしょうか。

希望とか夢とかは現実に今の段階で存在していないから、

将来に向かって希望を持ち、夢を描くのであって、それに

向けて努力し、忍耐して進んで行く時に、それは実現する

のだというのです。現実にとどまる限り、それは後退を意

味します。希望を持って一歩踏み出す事こそ、希望が実現

していく事になるのではないでしょうか。

秋のＹＭＣＡイベント

日　時 イベント名 会　場

9/28（土）13：00〜 名古屋ＹＭＣＡ大会 ルブラ王山

10/6（日）13：00〜 国際協力街頭募金 栄地区

10/19（土）10：00〜 ＹＭ、ＹＷ合同祈祷週集会 ＹＷＣＡ２Ｆ

10/19（土）13：30〜 世界食料デー 2019（ＪＩＦＨ） 南山大学Ｇ 27教室

10/27（日）10：00〜 名古屋Ｙ・南山幼稚園バザー 南山幼稚園

10/30（水） 京都ＹＭＣＡチャリティーゴルフ センチュリー・シガ・ゴルフクラブ

11/2（土） 名古屋ＹＭＣＡチャリティーラン 名城公園

11/28（木） 名古屋ＹＭＣＡチャリティーゴルフ フォレスト芸濃ゴルフクラブ

12/21（土）夕刻 クリスマスキャロル inタワーズ 名古屋駅


