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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　2 月号　(No874）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 12 名

　　メネット� 0 名

ゲスト・ビジター�� 1 名

第 2例会� 9 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト� 0 名

メーキャップ� 0 名

出席率� 84.2%

1 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

1
　
月

7
〜
1
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� ◎

1　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2020 年 2月 18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

　1月はタイムオブファースト例会でした。Google で「time�

of�fast」と検索すると、各国のワイズメンズクラブのホー

ムページが検索結果として表示されます。Y�Service�Clubs�

International�U.S.�Area のページでは、TOF（Time�of�Fast）

は 1972年に始まったプログラムで、ワイズメンが1食断食し、

その使われなかった食事代をTOFに寄付するとのことです。寄

付は災害支援や開発などに充てられているとのことでした。

　話はかなり変わりますが、食事に関し、よく耳にする表現が

あります。「食べるために働く」という表現がありますが、いつ

も違和感を覚えます。本来、理想は逆であるべきだと思うから

です。「食べるために働く」というのは、働くことが自分や他人

の生命を維持するための糧を得るための手段でしかないと捉え

られた時の表現だと感じます。最近、世界で初めて幼稚園を創っ

たとされるフレーベルに関して書かれた本を読みました。その

中に「人間が仕事をしたり、事業を起こしたりして創造活動に

明け暮れるのは、衣食住を満たすためである思っている人達が

いますが、これは、本質を見ていない人の考え方です。」という

1文がありました。理想通りに生きるのは簡単ではないですが、

違和感に向きあうことも大切だと感じております。散文にて失

礼いたします。

食べること

広　瀬　謙　一

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　

2 月例会プログラム
と　き：2020 年２月 11日（火・祝）
　　　　集合１０：００　（入泉・散策ほか）
　　　　例会１１：３０－１３：３０　　　　　　
ところ：天然ラドン療養泉「猿投温泉」
会　費：3,500 円（入泉付き、食べ飲み歌い放題２時間）

� � 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� � 河部　薫君
食事
プログラム
　「ピンクシャツ２０２０」について　川本龍資君
　※��ピンクシャツデーを覚え、何かピンクの物を

身に着け例会に出席下さい
ハッピーバースデー
ＹＭＣＡの歌
閉会宣言　　　　　　　　　会　長　深谷　聡君

★�集合方法については、１月第二例会レポート欄を
参照ください

3 月号　原稿担当者
巻頭言　義井裕子さん　　2月第一例会レポート　鈴木　学君

第一例会（1/14）
　ゲスト：戸田真二さん　



(2)

■■■� �第 1 例会レポート �■■■

と　き :2020 年 1月 14日 ( 火 )�

ところ : 名古屋 YMCA

　２０２０年最初の第一例会は、持ち時間２分間で、時間が

多くても少なくても１秒１０円の超自己責任のスリルとサス

ペンス満載な恒例のメンバースピーチでした。出席者各々の

近況報告などを交えて皆さんが前向きにＹＭＣＡやワイズ活

動を喜んで続けられる抱負に励まされ、ＹＭＣＡやワイズ活

動を続けることは若さの何よりの秘訣であること等々持ち時

間を超過しても熱く語られて、今月のニコボックスは通常よ

り 5,000 円以上も多く感服した例会でした。２月例会は日

帰り温泉例会で楽しいプログラムを期待しつつ閉会となりま

した。

私たちは忘れない　東日本大震災　犠牲者追悼式

と　き：２０２０年３月１１日（水）　13：30〜 19：00（14：46黙とう）

ところ：矢場公園（ナディアパーク南）

　　　地下鉄名城線「矢場町駅」５・６番出口から徒歩５分、または

地下鉄東山線「栄駅」７・８番出口から徒歩７分　　　

※申込不要。　小雨決行

災害支援（チャリティ・イベント）
カントリー＆ウェスタン�コンサート

日　時：2020 年２月２９日 (土 )　午後２時３０分〜４時３０分　　　　

会　場：名古屋キリスト教社会館�３階ホール（名古屋市南区三吉町 6-17）

出��演：BACKWOODS　MOUNTAINEERS　( 山奥の木こり達 )　�

BACKWOODS�MOUNTAINEERS とは、アメリカの民族音楽であるカントリー＆ウェスタ

ンミュージックのひとつであるブルーグラスミュージックバンドです。５４年前に桃山学院大

ＯＢらで結成され、各種町おこしイベント、福祉施設やライブハウスでの演奏活動を続けてい

ます。全国バンド対抗合戦で優勝しただけのことはある素晴らしい演奏を聞かせてくれます。

　聞いて楽しい、見て楽しい、思わず踊りだしてしまうほどのリズミカルな音楽とパフォーマ

ンスを是非お楽しみ下さい。

チケット　大　人１, ５００円

中学生以下子ども、障がい者、要介護高齢者いずれも�５００円

※参加費のうちの 500円分は、YMCAほか災害支援活動をしている団体に寄付します。

チケットのお求めは谷川君まで



(3)

2017 年〜 2018 年　各担当
■■■� �第 2 例会レポート �■■■

と　き；2020 年 1月 21日 ( 火 ) 午後７時�〜�8 時 30分

ところ；名古屋ＹＭＣＡ５Ｆチャペル

１．クラブ第一例会予定（案）　　

1-1. ２月度第一例会　「温泉と鍋パーティー例会」

　�日時：2 月 11 日（祝）午前 11：30 〜 13：30（例会時間）

※集合は 10：00現地

　場所：天然ラドン療養泉「猿投温泉」

　　　　　豊田市加納町馬道通 21

　会費：３，５００円（入泉付き食べ飲み歌い放題２時間プラン）

　服装：�ＹＭＣＡピンクシャツデーを意識し「何かピンクのもの

を身に着けてお越しください。」

　※�集合方法：①�マイカーで来られる方は現地に 10：00 集合

してください

　　　　　　　②�無料巡回バスご利用の方は、名古屋市営地下鉄

「藤が丘駅」北口薬局前に 8：50までに集合「9：

00出発」の便に乗車します。（10：00 現地到

着予定）

　※時�間�割：�当日 10：00に集合後　天然ラドン温泉・周辺の

散策をお楽しみください。例会会場で休憩する事

も出来ます。（11：30に例会を開始します）

1-2. ３月度第一例会�「名古屋ＹＭＣＡ日本語学院留学生との交流会」

　日時：�3 月 10 日（火）日本語学校の留学生のバイト先レスト

ランで留学生の卓話と交流会

　　　　�ネパール人留学生との交流？　主担当は広瀬メン。会場

他詳細は決定次第連絡します。

1-3.４月度第一例会�「パラリンピック車椅子テニス選手の卓話」（仮）

　日時：4月 14日（火）

　場所：�名古屋ＹＭＣＡ池下本館（５Ｆ）　※卓話者を含め詳細

検討中です。

1-4. ５月度第一例会�「トライアングルＤＢＣ交流会」

　日時：5月 16日（土）〜 17日（日）

　場所：エクシブ鳥羽（三重県鳥羽市）　

　内容：�和歌山紀の川クラブ・熱海グローリークラブとのＤＢＣ

交流会（幹事は和歌山紀の川）

２．名古屋ＹＭＣＡの行事関係

2-1. 名古屋ＹＭＣＡピンクシャツデーについて

　　・�今年のピンクシャツデーは２月２６日（水）です。ＹＭＣ

Ａにとっては恒例となっているこの運動を更に「拡散」し、

世に広める事に重点を置いた活動を展開します。今年度の

実行委員が、在名ワイズ４クラブの２月度例会に参加させ

ていただき、今年の取り組みを説明させていただきます。

　　　�名古屋クラブの「ワイズ理解」の時間を２月度はこのアピー

ルタイムに充てさせていただきます。

３．西日本区支援金申請の件（ＣＳ事業）

3-1.�名古屋クラブが行っているＣＳ事業は、愛実の会クリスマ

ス・潮干狩りの２件。双方とも長く継続しているプログラム

で、過去には潮干狩りにおいて西日本区のＣＳ事業支援を受

けた実績があります。

　　�西日本区ＣＳ事業支援金申請の規定の変更（追記）により、

継続プログラムの申請も可能になったため、今年度５月に予

定している「児童養護施設招待潮干狩り」を申請に向け準備

します。

４．ＤＢＣ交流会（トライアングル）の件

4-1.�５月の交流会までに、次年度（名古屋が幹事）の交流会に

ついて案内をする上で、検討開始の時期に来ている事を受け

協議した結果、２月の猿投温泉の雰囲気が良ければ候補の一

つとする事を決定しました。

５．西日本区国際・交流事業主任からの問い合わせの件

5-1.�名古屋クラブとしては、コロンボクラブとの締結の事実は

無く、意識もない。従って、名古屋が締結抹消 or 継続の意

思表示をするべき事項ではない旨を、前田事業主任に伝える

事としました。

６．2021-22 年度　中部事業主査（ＥＭＣ）選出の件

6-1.�早川次期中部部長より、ＥＭＣ事業主査を名古屋から出し

て欲しいと打診があり、協議の結果、河部薫メン（当日欠席）

を全員一致で推薦しました。→例会後 TEL にて快諾の返事

を受けました。感謝！

　　結果は早川部長に連絡済みです。

７．その他

7-1.�１月第一例会にて、2022-23 年度の西日本区理事の立候補

を募りました。第二例会までに立候補者はありませんでした。

7-2.�２月度第一例会（猿投温泉）の出欠確認は、書記（川本）

がメンバー全員にメールで確認します。� （川本龍資）

　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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『それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。
その中で最も大いなるものは、愛である。』�

� （コリントの信徒への手紙一１３：１３）

西　村　　清

　昨年、天皇の世代交代があり、元号も平成から令和に変

わりました。その皇位継承の際に引き継がれるのが三種の

神器と言われるもので、「やたの鏡」、「やさかにの勾玉」、

「くさなぎの剣」です。この三種の神器を持っていることが、

天皇が天皇である証しであり、ステイタスというわけです。

　ワイズの創設者ポール　ウイリアム　アレクサンダーか

ら代々受け継いでいる私たちワイズメンの三種の神器は信

仰と希望と愛だと言われています。この聖書の箇所を一度

もこの「今月の聖句」で取り上げなかったような気がします。

　さて、われわれワイズメンの西日本区定款第 2条で、「あ

らゆる信仰の人びとが宗教信条の相違を越えて」と規定し

ながらも、前提として「イエス・キリストの教えに基づき」

とあります。一見矛盾するような感じですが、そうではな

く、「イエス・キリストの教え」の端的な表現としては「自

分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい」という崇

高な人類共通の愛、隣人愛でもあるのです。

　ただ聖書が語る「愛」にはいくつかあって、自分の欲望

を満たすために愛するエロースの愛に始まり、自分の独り

子を犠牲にしてまでわれわれ人間を愛してくださる神の愛、

アガぺーの愛に至ります。この神の愛にならって、自己犠

牲に基づく隣人愛が西日本区定款２条の精神でもあるので

す。

　このコリントの信徒への手紙を書きましたパウロにとっ

ては、信仰も希望も聖書の中では欠かすことのできない大

切なものです。しかし愛のない信仰は冷たく、また愛のな

い希望はいかめしいものです。愛は信仰を燃やす火であり、

希望を現実に変える光であるのです。信仰も希望も限りな

く大切なものですが、それ以上に大切なものとして愛があ

るパウロはここで語っているのです。

メン　2 月� 4 日� 川口　恵さん
� � 7 日� 川本龍資君
� � 18 日� 相馬静香さん

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

春休みや新年度プログラムの準備が進んでおりま

す。2月は日帰りや宿泊スキープログラムを実施

予定です。

ＹＭＣＡ 2月の予定

2 月 26日（水）ピンクシャツデー

CSよりお願い

　CS献金（目標 1,500 円）年賀切手及び現金での献金
をお願いします。
　2月例会・3月例会までに持参または 2月末日までに
ゆうちょ銀行口座にお振込みください。
　今年の年賀切手（お年玉付き年賀はがき）の当選は 3
本です。
下 2桁が　16　　37　　67　です。


