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　　主　　題（2019/2020）
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 !」

2019 ～ 2020　4 月号　(No879）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 0 名

　　メネット� 0 名

ゲスト・ビジター�� 0 名

第 2例会� 0 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト� 0 名

メーキャップ� 0 名

出席率� 0%

3月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 160pt
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合計� 160pt
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第　2　例　会
と　き︰ 2020 年 4月 21日㈫ 7:00p.m. ～ 8:00p.m.
ところ : 名古屋 YMCA
　　　　　　　　　上記に同じく中止

　新型コロナウイルスが猛威を振るっていて、短期的には解決
しそうも無いだろうと言われています。ＩＰＳ細胞の発見でノー
ベル賞を受賞した山中伸弥教授による新型コロナウイルス情報
発信のウェブサイト（https://www.covid19-yamanaka.com/
index.html）では巻頭言として「新型コロナウイルスとの闘い
は短距離走ではありません。1年は続く可能性のある長いマラ
ソンです。」と書かれている。なおこのウェブサイトは山中教授
の専門分野と新型コロナウィルスが異なる為全くの個人のボラ
ンティアだそうで　色々な有益な情報がまとめられていてあり
がたい。皆さんもよろしければ見てみてください。
　名古屋ＹＭＣＡやワイズメンズクラブの行事にも多大な影響
が出ていて、日本語学校の卒業式はなんとか行うことが出来た
が、4月からの新入生が入国出来ないそうです。卒業するボラ
ンティアリーダーへの感謝会も最小限の関係者だけで開催さ
れ、ワイズメンは参加することが出来ず残念でした。チャリティ
ウォークも中止になりました。幼稚園や保育園の入園式は大丈
夫なのか気になります。3月のワイズの例会も我が名古屋ワイ
ズメンズクラブだけでなく全ての在名クラブが中止。４月の例
会も現時点では未定ですが１週間前くらいの４月７日ころ決定
される予定です。
　メンバーの皆さんも自宅に籠っておられる方、感染予防に気
を配りながら仕事で頑張っておられる方、いらっしゃると思い
ますが、どうか次の例会では元気な姿でお会いできるよう頑張
りましょう。またお互いの健康をお祈りしましょう。

新型コロナウィルス
渡　辺　真　悟

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　

4 月例会プログラム

と　き：2020年4月14日㈫ 7：00p.m.～8：30p.m.
ところ：名古屋ＹＭＣＡ

緊急役員会にて4月第一・第二例会を中止とします。

5月号　原稿担当者
巻頭言　小尾雅彦君　　
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■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き：2020 年 3月 10日（火）　7：00p.m. ～ 8：30p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

新型コロナウイルス感染拡大により中止

■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き：2020 年 3月 17日（火）　7：00p.m. ～ 8：30p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

新型コロナウイルス感染拡大により中止　

紀の川クラブ・熱海グローリークラブの皆様へ

相　馬　静　香

和歌山紀の川クラブ会長大谷様と交流委員会�土肥様、坂本

様はじめクラブの皆様

そして熱海グローリークラブ会長　勝又様はじめクラブの皆

様へ

　金城様、紀の川クラブの皆様、3年前のＸＩＶ白浜時も懐

かしいですが、早くからＸＩＶ鳥羽別邸予約設定でいろいろ

ご準備頂き、この度の！年延期のご決定までの多々お気遣い

を思い、心から感謝申し上げます。昨秋 11月例会に金城様

方「3ＤＢＣの交流会について」など卓話に遠路お越し頂き、

懐かしく学び、親睦の恵み得させて頂きました。ほんとうに

有難うございました。鳥羽での再会を楽しみに待っていまし

たが、皆様くれぐれも御身お大切に！と願っています。

　また、上記紀の川クラブの皆様方への感謝と同じく、熱海

グローリークラブの皆様方へ、幾度かの３ＤＢＣ交流会をお

心を籠めてご準備頂き、素晴らしい交流会参加の恵みを賜り

ました。心から厚く御礼申し上げます。紀の川ブリテンと同

様貴クラブブリテンを�皆様を懐かしんで拝読・学ばせて頂

き、お元気なご活躍をお喜び致しております。真に有難うご

ざいます。ＤＢＣ交流会が 1年後となりましたが、お元気

な皆々様にお会いできますよう、お身体お大切に！と祈って

います。

＜ブリテン委員会より＞

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い 2020 年 3 月の第一

例会・第二例会が中止になりました。その後現在に至るまで

治まる気配がなく、全世界でウイルスが猛威を振るっていま

す。このような現状を鑑み例会を開催するか否かわかりかね

る状況でブリテンを発行する準備をしてきましたが、発行時

点で例会中止が決定されました。今後どのようなことになる

か予断を許さない状況ですが、毎月ブリテンを発行して参り

ます。

　目に見えぬ敵と戦う今、名古屋ワイズメンズクラブは活動

を停止しているのではなく、Ｙ‘ｓ�ｍｅｎがＷｉｓｅ�ｍｅ

ｎでもあるメンバー各々が出来うることを考え行動しましょ

う。

　以後、深谷会長のリーダーシップの元、情報発信していく

所存ではありますが、会えなくても情報交換はできます。開

けない夜はありません。楽しく語り語り合える日まで頑張り

ましょう。現在、２ケ月間皆さんとお会いできない状況です。

先に述べましたが、近況報告など皆さんから情報を頂ければ

ブリテンに掲載します。ご協力を宜しくお願いします。

＜牧野篤文ＥＭＣ事業主任からの連絡事項＞ 

�新型コロナウイルス感染防止のためクラブ例会を中止にした場合は、ＥＭＣ調査集計でのカウン�トは「なし」

とし、出席率算出の際の分母にも分子�にも入れないこととします。�よって、集計表（３０１）の�3�月分は「空欄」

で�報告いただき、集計表＜部別＞（３０２）の右ペー�ジには「中止したクラブ名称」のみを記入してください。

 ＜深谷会長より＞

和歌山、熱海とのDBCを５月に予定されておりましたが、ホストクラブ和歌山紀ノ川クラブから 1年延期の

正式要請を頂きましたので、同意致しました。

どうかご了承頂きたく皆様よろしくお願いします。
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2017 年～ 2018 年　各担当2020年 3月 27日 
新型コロナウイルスの世界的流行 

この危機を、力を合わせて乗り越え、人類への私たちの奉仕を続けましょう 
 
親愛なるワイズメンズクラブメンバーの皆さまへ、 
 
この異常な時期、皆さまと皆さまの家族が安全で健康であることを願っています。私たちの思いと祈りとは、皆さ

まと皆さまのクラブの他のメンバーとともにあります。私たちは、さまざまな方法で世界中のすべてのリーダー達と

のつながりを保ち、連帯と友情を強めるために最善を尽くしています。 
 

ご存じのように、世界中のすべての人々、機関、政府、組織は、歴史上初めて、祈りと命を守る行動を促す共通

のメッセージとともに団結しています。新型コロナウイルスの世界的流行は、地球上のすべての地域に広がって

います。恐怖とパニック、痛みと苦しみ、そしてウイルスおよび私たちがこれに十分に対応できないことについて

の疑念と誤った情報があります。苦しみと悲劇の物語の中にあって、純然とした優しさと豊かな愛、連帯の物語も

あり、そして、多くの国で対応している私たちのクラブと YMCA による革新的かつ驚くべき方法での希望と平和

の共有の物語もあります。 
 
私たちが奉仕できる道には多くの制約がありますが、私たちは、社会的責任を負う組織として、この危機におい

て最も脆弱な人々、すなわち、貧しい人々、高齢の人々のニーズを考慮することを皆さまに強くお勧めします。こ

の重大な危機の中で、私たちは、リーダーシップを提供する人々や世界中の政府のために祈りを捧げ、貧困に

暮らす人々、難民および他の疎外された人々に優先的に関心を払うこと促します。 
 
今のこの、家に留まらなければならない期間、クラブメンバーは、電話やオンライン環境を通じてコミュニケーショ

ンを維持することによって、深い連帯と友情を経験してください。全ての地のメンバーと家族の皆さまには、この

状況に対処することを最優先し、また、生命を守るための私たちの集団的な努力で、私たちができるあらゆる方

法でご支援いただくことをお願いいたします。神の無条件の愛を、生命を守り、苦しみを軽減する、安全で実行

可能な方法で示し、クラブが前向きさと希望の源となることを確かなものとさせましょう。このところ皆さまは、家に

留まっていなくてはならないかもしれません。しかし、肉体的に距離を置くことは、他者からの感情的な孤立を意

味するものではありません。世界中のクラブに対して、貧しい人々、病人、疎外された人々、高齢者、特に、サー

ビスの物理的なシャットダウンによって最も危険にさらされているすべての人々に安全に奉仕し、必要なものを提

供し、世話をすることで、社会におけるクラブの役割を再度見直していただくことをお願いいたします。 
私たちのウェブサイト https://www.ysmen.org/covid-19 を通じて皆さまの考えと行動を共有していただくことに
よって、世界中のメンバーが皆さまの知恵と創造性を広く共にすることできるようになれば幸いです。 
 
私たちは、世界がこの危機を、力を合わせて克服し、私たちの人類への奉仕を継続していくことを確信していま

す。 
神が皆さまを祝福し、安全に保ちますように。 
 
心をこめて 
 
ワイズメンズクラブ国際協会 
国際会長 ジェニファー・ジョーンズ 
国際書記長 ジョース・ヴァルギース 
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『希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。
……、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思
いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。』�
� （ローマの信徒への手紙１２：１２，１５）

西　村　　清

　新型コロナウイルス騒動が２月半ばから始まり、３月に

はあらゆる学校が休校とされ、またいろいろなエベントも

延期なし中止になった。このブリティンを皆さんが手にさ

れる頃には学校も新学期が始まり、また今まで延期または

中止していたスポーツ各種、あるいはエベントも再開され

ることを願っています。

　しかし考えてみますと、このような大規模な感染症の流

行は現在生きている人の経験のないことではないでしょう

か。発生源といわれている中国では感染者は１万８千人

弱と報道されていますが、実際は８万人を越え、死者も 3

千人をこえているという報道もあります。３月半ばで日本

の感染者数は１５００人余、イタリアでは２万人を超えた

と報道され、全世界に広がっています。

　かつてペストは東ローマ帝国を中心に第一回パンデミッ

クがあり、１４世紀に第二回パンデミック、そして１７～

１８世紀に大きな流行をきたし、当時のヨーロッパ人口の

３分の１になる２５００万人の命を奪ったと伝えられてい

ます。

　ペストの流行した時代とは問題にならないほどの医学技

術、防災体制および防護グッズも大きく進歩していますが、

今回のコロナウイルス感染の猛威は、そういったことをあ

ざ笑うかのごとく、とどまるところを知らない感染が広が

っています。

　人間が、今まで次々と、人間の対処不可能と思われた自

然の猛威を克服し、今日の文明を築いてきました。ある意

味では、人間は何でも出来る、出来ないものはないと豪語

するまでになってきました。確かにそういう面はあります

が、今回のように目にも見えない微小のウイルスに振り回

されている現実も経験しています。人間の「小ささ」を見

せつけられた思いがします。その意味で私たちは互いに助

け合い、支え合って生きることを求められているのではな

いでしょうか。

メン　
� 4 月�21 日� 塩田　　保君

メネット
� 4 月� 5 日� 谷川　智子さん

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

　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


