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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　6 月号　(No881）

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%

5月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 160pt

現金� 0pt

合計�22318pt
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5　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2020 年 6月 16日㈫ 7:00p.m. ～ 8:00p.m.
ところ：Zoom会議
プログラム� 来期プログラム　その他

　主の平安

　コロナウイルスの脅威は猛威を振るって世界中が苦しめられ

ています。

　我らのY's メンズクラブもクラブ活動の自粛、和歌山紀の川

クラブ、熱海グローリークラブとのDBC交流、CSでは毎年恒

例の潮干狩りが中止の方向で進んでいて、誠に残念な事になっ

てしまいました。

　然し乍ら、本年度は、日韓ユースセミナー、音楽例会、チャ

リテイーランの奉仕、愛美の会、クリスマス例会、猿投温泉に

てポカポカ例会とプログラムは充実した年であったと思います。

音楽例会では、鬼頭さんの再入会もありました。又、戸田さん

の入会はコロナの影響から３ヶ月待ちで６月の例会で実現しそ

うです。

　これも一重に、皆様方のお陰と心より感謝を申し上げます。

　困難な時こそ一致団結をし、互いを認め合い、学び、感じた

事を自分達の活動に「注ぎ込む」これがボランタリーの真髄で

ありワイズダムであると思います。

　来期はより充実したクラブライフになるよう、皆に平和が訪

れるよう心より祈ります。

皆様　１年間ありがとうございました。

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　

6 月例会プログラム

と　き：2020年6月9日(火)7:00p.m.～8:30p.m.
ところ：名古屋ＹＭＣＡ

司　会　深谷　　聡君　
開会宣言� 会　長� 深谷　　聡君
ワイズソング
聖書朗読・祈祷� � 川本　龍資君
プログラム
　　　・戸田真二君入会式
　　　・「今年１年を振り返って」

※今月の例会は食事がありません

ハッピーバースディ
ＹＭＣＡの歌
閉会宣言� 会　長� 深谷　　聡君

Ｚｏｏｍによるリモート出席も推奨します。

6 月号　原稿担当者
巻頭言　平野実郎君　　第一例会レポート　ブリテン委員

2020-2021 年度第一回中部評議会（5/23）
Zoomリモート出席
　渡辺次期中部部長、河部 EMC事業主査、平野クラブ会長



(2)

新入会紹介

戸田　真二君
特定非営利活動法人　愛実の会　理事長
深谷会長の高校の同級生で、２０１８年１１月第一例会卓話講師としてお招きした。
２０２０年４月に愛実の会理事長に就任され、「愛実の会　クリスマス会」など今後の名古屋クラブのＣＳ事業発展
に繋がる活躍を期待します。

《緊急役員会議事録》

と　き　：2020 年 5月 19日（火）

ところ　：Ｚｏｏｍミーティング

参加者　：深谷会長、川本、中村、平野、渡辺、（広瀬）

　今回のリモートミーティングを通して今後の例会の形式を

考えるきっかけとなり、６月以降の通常例会でもＺｏｏｍを

使用し、リモート出席が可能かどうかを検討した。

　５月２６日（火）、６月２日（火）の２０時から２回リモー

ト会議の練習「Ｚｏｏｍ開設テストデー」とし、６月第一例

会の準備の時を設ける。渡辺君が担当となり、名古屋クラブ

会員に案内をする。また、Ｚｏｏｍが使用できない会員につ

いては個々に対応して環境を整えていく。

　Zoom使用に当たり、月額 2,000 円が必要となるためク

ラブが負担することを当緊急役員会で決定。6月第一例会で

クラブメンバーに承認を受ける。

　・�６月第一例会は、開催することを決定した。

　６月９日（火）１９：００～

（名古屋ＹＭＣＡ５Ｆチャペル）

３密を防ぐ観点からＰＣ、タブレット、スマホを使っ

たＺＯＯＭによるリモート出席が可能な会員はリモー

ト出席する。プログラムは、戸田真二君の入会式と１

年を振り返る２分間スピーチとする。入会式はＹＭＣ

Ａで行うか、リモートで行うかは調整中。

　・�聖岩クラブより届いたマスクについて、名古屋クラブ会

員の全てに渡るようにする。残った分は、ＹＭＣＡを通

じて各施設等に寄付をする。また、深谷会長より礼状を

聖岩クラブへ送る。交流委員（相馬・小尾メン）からは、

一早く、お礼のメール配信済み。

　　�

　・�名古屋ＹＭＣＡの今後の行事日程については、多くの行

事が中止となり、夏のシーズンプログラムも限定的にな

ると予想されるが、「日和田学童キャンプ（１期のみ？）」

は行う予定。募集方法は、過去の参加者への案内とする

予定。

　・ＣＳ事業「潮干狩り」について

担当者の小尾君と、谷川君、深谷会長と話しあい、招

待者の意向を確認して開催か否かを決定する。

※５月２０日（水）に南山寮より参加辞退の申し出が

正式に届いた為、６月第一例会で中止の決定をする事

とした。

また、新型コロナウイルスの状況を鑑みて、別のプロ

グラムでＣＳ事業を検討する。

　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　
� 6 月�12 日� 渡辺　真悟君

メネット　
� 6 月�22 日� 平野　愛子さん
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2017 年～ 2018 年　各担当
元気ですか？　元気です！Vol.2
《名古屋クラブメンバーからの投稿》

「近況報告」
塩　田　　保

　近況は、ひたすらステイホームで過ごしています。四月に

90歳となり、私の持ち時間がどんどん減ってゆくのに何も

出来ず勿体ない限りです。

　家族の話題では、ボストンの長女の所の孫二人が一昨年秋

から早稲田と立命館に留学中で、この春休みは日本でアルバ

イトとか旅行もすると言っていたのですが、3月に一度帰米

したところ、そのまま渡航出来なくなりました。今年中の来

日は無理かも知れないとのことで、授業はオンラインで続く

ようですが、ちょっと可哀想です。しかし孫たちが日本に残っ

ていた場合、彼らはコロナで行先がなくなって、私と孫の 3

人が我が家でこの 3ヶ月引き籠りとなったかもと想像する

と、この爺さんは密かに胸を撫で下ろしています。

「近況報告」　電話にて
河　部　　薫

　現在、仕事や家族、健康上の問題はないとのこと。

　Ｚｏｏｍを使用したオンライン中部評議会に参加して。次

期中部ＥＭＣ主査として、抱負を熱く語られた。後日ＥＭＣ

主査から思いと企画等の連絡があります。

「近況報告」　電話にて
鈴　木　貞　祥

　現在、仕事上や家族には「新型コロナウイルス」影響はあ

まりないとのこと。Ｚｏｏｍは仕事上利用しており、リモー

ト出席も可能とのこと。

「近況報告」　電話にて
鬼　頭　栄　子

　現在、仕事上では支障はないが、今後影響が出て来る可能

性があるとのこと。　例会にはリモート参加を案内しました。

和歌山紀の川クラブ金城清輝さんからのメッセージ
相　馬　静　香

　４月号ブリテンに掲載された私・相馬からの≪昨秋はるば

るのゲストスピーチご来名などの≫御礼とコロナショック中

の御見舞いの e-mail（両ＤＢＣ向け）への御礼のお言葉を

いただきました。

　双方全クラブ員の無事を知らせて喜び合い、「互いに無事

を祈っている事を双方クラブに伝えましょう。」「来期の３Ｄ

ＢＣ交流会で再会しましょう。」と話し合いました。

一寸先は闇
小　尾　雅　彦

　阪神淡路大震災、東日本大震災など起きた中で中部東海地

域では大きな自然災害発生が無く、いずれこのような災害が

身近なところで起きるのではと思っていた矢先、思いも、予

想さえしてなかった新型コロナウイルス感染症の災い。この

驚愕の日々、あたりまえだった生活があたりまえでなく、「明

日はわからない」を実感と予測のつかない現実に不安と緊張

の連続、今まで危機管理の必要性を感じながら何もせず過ご

してきたことの反省大です。この恐怖に出来るだけ外出を避

け、諸々の会合は全て自粛という無言の圧力で中止、趣味の

合唱練習なども中止。仕事では得意先での客の減少影響など

を諸に受け、この事実に戸惑いながらもピンチがチャンスと

自らに奮いたたせ、価値観まで変えさせる事態に迷いながら

も真に向き合って生きようと念じ過ごしてきました。

　しかし実際は日数が経るごとに緊張危機感も薄れてきて、

初めに受けた驚愕と恐怖感が少しずつ麻痺し注意力など散漫

になってきたのが現実、でも油断大敵、心してこの理不尽な

現象を乗り越えようと願っている日々です。

名古屋地区のクラブの近況
名古屋東海クラブ

　東海クラブは３月例会を中止した後、4月例会を実施。5

月は再び休会にして 6月は実施の予定です。オンライン会

合が検討されていますが、少人数の協議はともかく、例会の

開催はハードルが高いのではないかと思っています。密集、

密接を避けた形で、席を同じくしての会合をやらないと意味

がないのではと思っています。例えば、屋外も選択肢のひと

つです。

　そのほか、ブリテンは現在、4頁をネット配信 (5 月のみ

2頁 ) していますが、例会がなく記事ネタに困っている状況

で、思い切った改革�が検討されつつあります。

いずれにせよ、100 年に一度の危機を乗り越え、新しい生

活形態を確立しなければと思います。

名古屋地区のクラブの近況
名古屋南山クラブ

　南山クラブは 4月 9日に第一例会を南山 YМCＡで行い、

5月は 17 日に農園で例会を、21 日には第二例会を行いま

した。今後は 5月 30日、6月 7日にサツマイモの植え付け、
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『話し終わったとき、シモンに、「沖に漕ぎ出して網を降ろし、
漁をしなさい」と言われた。シモンは、「先生、わたしたちは、
夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした。しかし、お言
葉ですから、網を降ろしてみましょう」と答えた。』�

�（ルカによる福音書５：４～５）

西　村　　清

　イエス・キリストがガリラヤ湖畔に来られた時、神の言

葉を聞こうとして群衆がその周りに押し寄せました。漁師

たちは、舟から上がって網を洗っていた。そこでイエスは

岸にとまっていたシモンの舟にのり、岸から少し漕ぎ出す

ように頼んで、そこから群衆に話された。そのあとが今月

の聖句になります。

　シモン（ペトロ）や漁師たちは夜通し漁をしたが、ほと

んど何もとれず、落胆していた時です。シモンたちは漁の

専門家ですから、その経験豊かな漁師が何もとれなかった

のに、今更、また漁をせよとイエスは言われたのです。正

直腹を立てたかもしれません。しかし「お言葉ですから」

と半信半疑の気持ちだったかもしれませんが、網を降ろし

ますと網がやぶれほどに魚がとれたというのです。

私たちは経験にこだわります。時にその経験に頼り、新し

いことを試みることに不安を感じるものです。しかし今回

のコロナウイルスについては過去に経験したことがない出

来事でした。学校も会社も活動を停止し、人びとの働き方

も大変変わりました。しかしそのコロナウイルスもようや

く終息に向かいつつあるような気がします。６月が学校に

とっても企業にしても、いわば新学期になりそうです。そ

して私たちワイズメンズクラブにとっても、新しい年度へ

の準備を進め、新年度を迎えることになります。

　「お言葉ですから」という、過去に経験のない、しかし

新しい決意をもって、次のステップへと進む時、大漁の恵

みにあずかることができるのではないでしょうか。

玉ねぎ収穫を予定しています。

　南山クラブは、次年度５０周年を迎えます。特別例会の

予定は無いが、日和田キャンプ場へのピザ窯寄贈等既に行

動されています。

名古屋地区のクラブの近況
名古屋グランパスクラブ

　グランパスクラブはＺｏｏｍを使ってのリモート例会を

既に実施。７月は東山荘での例会を予定。

　次年度は、早川政人中部部長を輩出。中部部長キャビネッ

トは、荒川恭次中部書記、服部庄三中部会計、高田士嗣中

部事務局長。

報　告

2020-2021 年度第１回中部評議会

　第一回中部評議会が５月２３日（土）Ｚｏｏｍを使用し

てオンラインで開催された。名古屋クラブからの出席者は、

渡辺真悟次期中部部長、河部薫 EMC事業主査、平野実郎

名古屋クラブ会長の３名。

　古田裕和西日本区理事（京都トゥービー）も参加され、

今後オンラインを使ってのリモート例会出席もカウントで

きるように検討を要請した。また、服部庄三次期中部会計

より、近々に中部から西日本区理事を輩出要請の可能性が

あり、理事、理事キャビネット活動支援金の基金を設立し

たいと「中部特別基金の設立」の協議議案が提出された。

積み立て目標は、1人　300円 /月×１２ケ月×３年。

各クラブへ持ち帰り検討し、早川政人次期中部部長へ検討

結果を報告する。名古屋クラブでは、６月第一例会で討議

する。（現会長・書記・会計等に連絡済）

今期ＣＳ事業「潮干狩り」

　６月に予定していた潮干狩りですが、招待していた児童

養護施設南山寮より参加辞退連絡が担当の小尾雅彦君に連

絡があり、小尾君より中止したい旨連絡がありました。６

月第一例会で決定する。


