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○第 1　　第 2　　◎第 1・第 2　Mメーキャップ

　　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　1 月号　(No873）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 14 名

　　メネット� 2 名

ゲスト・ビジター�� 7 名

第 2例会� 8 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト� 0 名

メーキャップ� 0 名

出席率� 78.9%

12 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 0pt

現金� 0pt

合計�22318pt

12
　
月

7
〜
12
月
累
計

小　尾� ○

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� ○

中　村� ○

西　村� ◎

平　野� ◎

広　瀬� ◎

深　谷� ◎

義　井� ○

渡　辺� ◎

12　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2020 年 2月 21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

　皆様　お正月休みは如何お過ごしでしょうか。天気も良く平

和な９日間でした。然し乍ら新年が明けた途端　テレビからは

イラクから又もや悲しいニュースが報道されました。数日後に

は、報復のミサイル攻撃と世界は恐怖と不安感に悩まされてい

ます。誰も戦争なんて望まないはずと信じています。

　YMCAは、互いを認め合い、平和な世界を広める社会を目指

してきました。

　我らワイズメンズクラブは世界７０ヶ国、３０,０００人、

１００年の歴史を持つ国際的な奉仕団体です。在籍をしている

だけでは、その目的を達成することはできません。クラブメン

バーと共に積極的にその精神を創り上げて行く場所が例会であ

ると思います。

　昨年他界された元国連高等弁務官緒方貞子さん、ペシャワー

ルの会の中村哲さんは生前、相手の立場に立って、同じ人間と

して同じ目線に立って共に考え、共に汗を流さなくては相手に

伝わらないとおっしゃっていたのを思い出します。

　私達も諸先輩の姿勢をクラブで学び、その小さな輪をワイズ

ネットワークで世界に広げて行く事が私達の求める世界平和に

繋がって行くと思います。正にこれがワイズダムの醍醐味と子

年を迎えて感じました。

　２０２０年皆で一致団結をして参りましょう。

新年明けましておめでとうございます。

深　谷　　聡

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　

1 月例会プログラム

と　き：2020年1月14日(火)7:00p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

� �司　会　鈴木　　学君

開会宣言� �会　長　深谷　　聡君

ワイズソング� �

聖書朗読・祈祷� 　　　　小尾　雅彦君�

プログラム　　　　Time�of�Fast 例会

　　　　　　　　「今年の抱負２分間スピーチ」

今月の例会は食事がありません

ワイズ理解　　「各献金について」� 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

2月号　原稿担当者
巻頭言　広瀬謙一君　　1月第一例会レポート　谷川　修君

クリスマス例会（12/7）
　メネット：西村、長井
　コメット：相馬朋子さん、平野智大君・敦士君
　ゲスト　：林敦子さん、林殊麗さん
　　　　　　山口一雄さん、山口佳子さん、山口笑可さん
　　　　　　中原早紀さん（名古屋ＹＭＣＡスタッフ）
　　　　　　遠山恵理さん（名古屋ＹＭＣＡスタッフ）
愛実の会クリスマス会（12/14）
　　　　　　深谷会長、渡辺、西村、義井、塩田、谷川
　　　　　　西村メネット、深谷特別メネット
　ゲスト　　加藤朱美さん、富岡　浩さん (ギタリストとして )
　　　　　　本多正典さん（パーカッション）
クリスマスキャロル（12/21）
　　　　　　小尾、久保田、谷川、相馬、中村、西村
　メネット　久保田



(2)

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き :2019 年 12月 7日 ( 土 )� .

ところ : ホテル名古屋ガーデンパレス

　昨年と同じ馴染の会場でのクリスマス例会は、メン、ゲス

ト、招待者、子供たちと合わせて 27名の参加者で盛大に開

催されました。

　第一部チャペルでのクリスマス礼拝は、オルガニスト戸田

朱実さん (名古屋中央教会 )の荘重な演奏に始まり、奨励で

は西村清牧師から「キリストの恵みは全ての人々に」とのク

リスマスメッセージが力強く語られました。

　第二部の祝会は「翼ホール」に移動。司会の深谷会長から

参加者紹介、小尾メンによる食前感謝の後、食事と歓談の座

が盛り、いよいよアトラクションのステージの始まりです

演奏は「mama&T」の 4人による「アコースティックミュー

ジック・ナイト in クリスマス」、ボーカルの坂野真奈美さん

がギターとパーカッションの心地よいリズムをバックに、ポ

ピュラーソングなどを次々に歌って、クリスマスの夕べを楽

しく盛り上げてくれました。

　その後は全員合唱のクリスマスソング、アドベントチョコ

レートのプレゼントなどがあって

　クリスマス例会は閉会点鐘となりました。

　昨年は我がクラブの例会の出席がやや低調でしたが、クリ

スマス例会には多くのメネット、コメット、ゲストが出席さ

れて、大いに盛り上ったことを大変嬉しく思い、良いきっか

けになればと願っています。

（塩田　保）

地域奉仕（ＣＳ）事業報告　愛実の会クリスマス祝会　報告

　12月 14日（土）、今期も地域奉仕事業のひとつとして、重度

障がい者事業所である「愛実の会」でのクリスマス祝会を実施さ

せて頂きました。この事業は、もともとはメネット会の主要な事

業でありましたが、メネット会が休会状況にあるのを良いこと

に !?、メンの地域奉仕事業として近年取り組ませて頂いている

事業です。

　前日に中華スープと餃子の種を仕込み、当日は朝から食材を持

参して、八宝菜、餃子とワンタンづくりです。男ばかりでやるは

めになると思いきや、深谷特別メネットを始め、西村メネット、

義井メン、歌姫である加藤朱美さんも手伝っていただき、どうに

か昼食に間に合うように仕上げて下さいました。

　１１時少し前に、愛実の会メンバーとスタッフらとワイズ、メ

ネット総勢４５名程でで賑やかにクリスマス会です。今年３月末

で沖縄に移住される島代表のご挨拶のあと、愛実の会のクリスマ

ス会だけに構成される渡辺慎吾メンをバンドマスターとする名古

屋ワイズバンドによる歌と演奏を披露し、共にクリスマスソング

や、「世界に一つだけの花」や今はやりの「パブリカ」をみんな

で歌って楽しい時間を過ごしました。今年は、深谷会長のハーモ

ニカもバッチリハモって新境地です。勿論、ボーカルは加藤朱美

さんです。明宏さんがクラブに戻ってきてくれたら　メネットと

して大活躍、メネット会も再び活動できるのになあ !?��そんな期

待をいつも抱かせてくれる歌声です。

　演奏後は、いよいよ食事会です。手作りの料理、おいしいかな

あ !?�料理長の谷川メンも心配顔ですが、どうやら全部平らげて

くれたのでホッと一安心。その場で、深谷会長から愛実の会にク

リスマス献金を手渡し、いつも提供するクリスマスケーキのデ

ザートをおいしく食べて無事に終えることができました。手作り

のクリスマスカードなどを愛実の会メンバーからいつもお礼にと

頂くのですが、かえって申し訳ないくらい。

　「来年も是非来てください、待っていますよ。」の言葉に、“必ず、

次回もやるぞ”との思いを強くさせてもらえる、嬉しい限りです。

(谷川　修 )

　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



(3)

2017 年〜 2018 年　各担当
■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き；2019 年 12月 17日 ( 火 ) 午後７時�〜�8 時半

ところ；名古屋ＹＭＣＡ５Ｆチャペル

１．今後のクラブ第一例会予定（案）　　
日　時 会　場 プログラム

１月 14日㈫ 名古屋YMCA 今年の抱負の１分間スピー
チ、Time�of�Fast

２月 11日（火・祝） 猿投温泉 日帰り温泉入浴と懇親会
3 月か 6 月の適当
な日

日本語学校生
徒のバイト先

留学生の卓話と懇親会

４月１４日（火） 名古屋 YMCA 卓話：パラリンピックを目
指すサーファー？

５月16（土）-17日（日）鳥羽 DBC交流会
６月　９日（火） 名古屋 Y か日

本語学校生徒
のバイト先

１年の反省会か留学生の卓
話と懇親会

1-1.　�1 月 14日（火）Time�of�Fast（ブリテンに食事なしと明

記お願いします）

　　�　�出席者全員が今年の抱負の１分間スピーチで語り、長くて

も短くても 10円 /秒をファンドへ

1-2.　�2 月 11 日（火祝）猿投温泉　日帰り温泉入浴と懇親会　

鈴木学メンから調査の上 1月例会で企画案を提案いただ

く。途中の相談は Line の名古屋ワイズグループで行うこ

ととする。

1-3.　�日本語学校の留学生の卓話と懇親会は　当初当てにしてい

た義井さんと林さんがチューターしている学生は卒業かバ

イトしてないので　広瀬連絡主事より日本語学校スタッフ

に招待するのに相応しい留学生が居ないか聞いてもらうこ

とにする。

　　　�実施時期は3月か6月の第2火曜か　留学生の都合によっ

ては土曜開催等も検討する。

1-4.　�4 月 14日（火）卓話：パラリンピックを目指すサーファー

深谷会長調査

1-5.　�5 月は先の例会で紀ノ川クラブから提案のあった鳥羽での

DBC交流会を例会とする

　　　�５月 16( 土 )-17 日 ( 日 )　エクシブ鳥羽別邸　参加費用

￥17,000

　　　�5/16　16:00 エクシブ集合（近鉄鳥羽駅から 30 分間隔

でエクシブ送迎バス有り）

　　　�5/17　現地観光（朝熊山展望台、伊勢神宮、おかげ横丁

など）14:00 近鉄宇治山田駅にて解散

２．名古屋ＹＭＣＡの行事関係

2-1.　12/7（土）：クリスマス例会会計報告（塩田メン）

�������・�収入�\166,000(会員15名 ,有料ｹﾞｽﾄ 7名 ,有料ｺﾒｯﾄ 1名)、

支出�\172,630、不足分�\6,630 はクラブ会計より補填

　　・献金�\5,000( 西村牧子さん )、ニコボックス�\15,500

2-2.　12/�14（土）：愛美の会クリスマスのご奉仕の報告

�����・�今年もバンド演奏による歌と踊りと　食事の提供で盛り上

がった

　　・�バンドは深谷会長、谷川メン、渡辺に加え、ゲストの加藤

朱さん、富岡さん、本田さん

　　・�食事は谷川メン企画・仕込みの中華料理を西村牧子さん、

義井さん、深谷お母さんのお手伝いもあり皆で協力して

作った。

　・参加者は上記の他　西村メン、塩田メン

　・�会計：�材料代 \8,866　ケーキ \7,800　愛美の会へ献金

\10,000

2-3.　�12/21（土）：クリスマスキャロル in タワーズ　於）名古

屋駅　集合 16時から　本番は 18時から

　　　お手伝いの方が必要ですので　広く参加をお願いします

３．次年度会長（平野メン）より

　全員参加を促進するため　次年度の第一例会プログラムを４つ

の班に分け担当の以下の案を次の例会で提案する

A班 B班 C班 D班

川本龍資 谷川　修 深谷　聡 渡辺真悟

塩田　保 河部　薫 相馬静香 西村　清

小尾雅彦 川口　恵 久保田啓 鈴木　学

鬼頭栄子 中村　隆 広瀬謙一 義井裕子

木本精之助 鈴木貞祥

　７月：総会　　８月：納涼例会　　１２月：クリスマス例会　

　？月：ＤＢＣ交流例会

　以上を除く８ヶ月を各班２ヶ月を担当とする。　　　　　　　

　　　　（名古屋クラブ幹事）

また次々期会長は名古屋クラブが部長と主任輩出クラブになるの

でその点も考慮する必要があります

４．その他

　4-1.���来年の 12 月は今は無くなってしまった名古屋地区ワイ

ズメンズクラブとしての　あるいは名古屋 YMCAとして

のクリスマスを考えたいという声が有り　検討課題であり

ます。

　4-2.　�11/2（土）チャリティーランの名古屋クラブスポンサー

の 2チームは　結果として名古屋 YMCAパレットキッ

ズのチームと　リーダー会チームのうちの 1チームに

なったとYMCAより報告有り� （渡辺）
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『新しいぶどう酒を古い革袋に入れる者はいない。そんなこと
をすれば、革袋は破れ、ぶどう酒は流れ出て、革袋もだめにな
る。新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。そうすれ
ば両方とも長もちする。』� （マタイによる福音書 9：17）

西　村　　清

　明けましておめでとうございます。１２月３１日から１

月１日へと時間が経過しているだけで、何も新しくなった

わけでもないのですが、日本人はけじめを大切にするため

に、新しい年へと移る時、振起日として、気持ちを新たに

して新しい年を迎えます。同時に新たな決意をもってこれ

から歩む一年の計画を立てます。

　２１世紀に入る少し前まではワードプロセッサーができ

て便利になったと喜んだものですが、それから間もなく

PCの時代になり、携帯電話からアイフォンへと進んでき

ました。そのために働き方まで大きく変わろうとしていま

す。これからさらにAI（人工知能）の時代になり、さら

に飛躍的に生活のしかたも大きく変化していくのではない

でしょうか。

　今月の聖句は、そういった変化に対する姿勢が問われて

いるように思います。聖書の書かれた時代は、水不足の地

域で、いわば水代わりに飲まれたぶどう酒です。現代のよ

うにビンはなく、革袋に入れてぶどう酒を保存しました。

新しいぶどう酒は発酵が終わっていないので、古い革袋に

新しいぶどう酒を入れておくと、発酵すると古い革袋は破

けてしまいます。新しい革袋のように弾力性がないからで

す。

　人間的には、昔を懐かしみ、ともすれば因習に固執し、

固定観念、世界観にとらわれるような「古い革袋」ではな

く、自ら「因習」を破る決意をもって、新しい時代の要請

に応えていくものとして歩みたいと願うのです。

　言うまでもなく、古いものが全部だめというわけではり

ません。Rニーバーのように、「神よ、変えることができ

ないことはそれを受け入れる冷静さを、変えることができ

ることは変えてゆく勇気を、そして両者を見分けられる知

恵を与えて下さい」と祈ることができれば幸いです。

メン
1 月
� 6 日� 木本精之助君
� 7 日� 西村　清君
� 15 日� 平野　実郎君
� 17 日� 河部　薫君
� 19 日� 鈴木　貞祥君
メネット
� 11 日� 中村　正子さん　�
� 30 日� 久保田美代子さん

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。

ブリテン委員より
お願い

YMCA ニュース

冬季プログラムが終わり、3学期がスタートしま

した。次年度準備が始まっております。

今年度のクリスマス献金も、1月 31 日（金）ま

で受付けおります。今年もどうぞ宜しくお願い致

します。

ＹＭＣＡ 1 月の予定

1 月 6日（月）新年礼拝

　　　　　（開始時間：10：00、場所：桜山教会）


