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　○出席���　Rリモート出席　Mメーキャップ

　　主　　題（2020/2021）
国 際 会 長　「価値観、エクステンション、リーダーシップ」
アジア太平洋地域会長　「変化をもたらそう」
西 日 本 区 理 事　「Let's�do�it�now�!」
中 部 部 長　「知らせよう！ワイズの奉仕活動を」
名古屋クラブ会長　「元気にやろまい！」

2020 〜 2021　6 月号　(No893）
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　　メネット� 0 名
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5　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2021 年 6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

　今年度の最終月になりました。特別何かをしたわけでも無く、

何もしなかったわけでも無いが、もう1年が経った。しかし今

期はいつでも、どこでも事あるごとにコロナがつきまとい、例会・

ＣＳ事業など活動が制限され延期や中止が相次いだ1年でした。

今期の総括は最小限の活動を実施しました。以上！　こんな感

じです。

　幸か不幸かＺｏｏｍというツールを手に入れ、今まで不可能

だったことが可能になった変化もありました。各方面でリモー

ト参加をする機会が増え名古屋クラブは早々に取り入れ、最近

の皆さんを拝見すると熟（こな）れている感があり、5月第一

例会のＤＢＣ交流会も難なくこなし、スマートさが感じられま

した。来月は新年度が始まります。当クラブより渡辺真悟中部

部長と深谷聡国際・交流事業主任の2人の西日本区役員を出し

コロナと共になりますが、いつもと違った期を迎えます。出来

得べくんば、コロナを気にせず活動したいと切に願います。

　不肖平野。もう1年会長を務めます。宜しくお願い申し上げ

ます。

もう 1 年、そして、もう 1 年

平　野　実　郎

会　　長　平野実郎

副 会 長　塩田　保

書 　 記　川本　渡辺　

会　　計　川口　塩田　
ブリテン　久保田　鬼頭　平野

6 月例会プログラム

7月号　原稿担当者
巻頭言　　渡辺真悟君　　6月第一例会レポート　

第一例会（5/8　Zoom）
　　　　ゲスト　中堀清哲国際・交流事業主任
　　　　　　　　和歌山紀の川クラブ 19名
　　　　　　　　熱海グロリークラブ 11名
西日本区Ｙサ・ユース事業懇談会（5/8　Zoom）
　　　　　　　　谷川・渡辺
西日本区地域奉仕・環境事業懇談会（5/22　Zoom）
　　　　　　　　川本・戸田・渡辺
次年度中部部会実行委員会（5/17　Zoom）
　　　　　　　　川本・谷川・戸田・平野・渡辺
西日本区大会（6/4 ～ 5　京都）　
�　　　　　　　　川口・深谷・渡辺（現地参加）
　　　　　　　　川本・谷川・平野（Zoom参加）

第1 第1 第1第2 第2 第2

中止



(2)

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：2021 年 5月 8日（火）

ところ：�名古屋ＹＭＣＡ・和歌山ＹＭＣＡ・静岡ＹＭＣＡ・

ハイブリッド

　ＤＢＣ交流会が５月の第一例会プログラムとなりました。

昨年度中止となった交流会ですが、ホスト役の和歌山紀の川

クラブさんより提案でＺｏｏｍを利用したリーモート交流会

となり、ネット回線を通じてではありますが懐かしい顔を拝

見でき楽しく過ごせました。リモート交流会という初めての

試みで、渡辺真悟さんをリーダーに数回事前のリーハーサル

が行われ無事開催できたこと感謝します。当日は７００ｋｍ

離れた鹿児島より中堀清哲国際・交流事業主任も仕事の合間

をぬって３０ｋｍの車移動の最中リモートで参加してくださ

り。花を添えて頂きました。

３クラブの持ち時間では、独自の方法でクラブの歴史やご当

地自慢など趣向を凝らしたアピールタイムで、３クラブの雰

囲気が伝わって来たプログラムでした。次年度は名古屋クラ

ブがホスト役という事ですが、コロナの影響か考えながら直

接会える会が開催できればと切に願います。

西日本区大会に参加して
渡　辺　真　悟

　今年の西日本区大会は　リアル参加とリモート参加を併用

したハイブリッド形式でした。私は来期の中部部長を拝命し

ているということも有り　役員引き継ぎ式に実際に参加する

ため 2日目のみリアル参加いたしました。1日目午前の準備

役員会とバナーセレモニーに始まる大会は ZOOMによるリ

モート参加しました。

　2日目は入り口で検温と体調チェックのアンケートを受

けて会場に入ると、過去何度か 600 名を超える西日本区大

会が開催された都ホテルの大宴会場に　ざっと見たところ

200 名くらいでしょうか？　会場の参加者の密は避けられ

ていました。部屋の両サイドの壁面にはリモート参加者の方

たちが４つの大型画面に分散して映されていました。聴いて

いる人の顔を映すだけでなく発言する人の顔を大写しにする

など　かなり工夫されている。　時には声が聞き取りにくい

などの問題はありましたが　100 名くらいのリモート参加

者が居る中で色々とリモート会議システム（ZOOM）を操

作をする方はかなりご苦労されたことと思います。

　役員引き継ぎ式は遠隔地の部長さんなどがリモート参加と

いうこともあり全員揃いませんでしたが　居る人で行われま

した。ただ今期と次期の人でバッチを装着し合うのは無しで

バッチ交換だけでしたが　来期に向けていよいよやるぞとい

う気持ちになりました。

平　野　実　郎

　初の試みリモートで西日本区大会に参加しました。当方の

ネット環境の兼ね合いで不都合があり、繋がった時点で中部

のバナーセレモニーが済んでいました。今回の西日本区大会

開催が是か否か賛否両論あるやに存じますが、私の意見では、

よく開催されたな。と肯定的な意見で、僭越ながら頑張った

と思います。開催しても参加・不参加は自由意志であり、中

止の判断が一番簡単で楽だったと思います。それを敢て開催

する決断には並々ならない覚悟が必要だったでしょう。開催

はけしからん！といった意見も否定しません。数日が経ち何

もなかったと祈るばかりです。一つ、Ｚｏｏｍの弱点「音声」

が気になったかな。でもやっぱり直接会える大会の方がいい

ですぅ〜！来年こそはと期待します。

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
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：2021 年 5月 18日 ( 火 ) 午後７時�〜�8 時 30分

ところ：ZOOMによるリモート例会

１．６月第一例会、７月第一例会予定について

1-1.�・�６月第一例会は、４月に続き「名古屋クラブ５か年

計画討議その 2」を計画する。

1-2.�・�７月第一例会は、キックオフ例会。例年通り「クラ

ブ総会」を計画する。６月第一例会以降、順次資料作

成の準備に入る。

２．５月第一例会の評価、反省

2-1.・�熱海グローリー、和歌山紀の川との 3ＤＢＣの交流

会をオンラインでは有るが、２年ぶりに開催すること

ができた。西日本区交際・交流事業主任：中堀メンの

参加で、花を添えた。ZOOM操作に慣れない中では

有ったが、皆さんの元気な姿を拝見することができ、

各クラブ活動状況も確認し合え、良い交わりが出来た。

名古屋クラブの紹介動画（平野会長制作）も好評であっ

た。来年は是非とも対面で実施したい！

３．次年度３ＤＢＣ交流会について

3-1.・�2021-22 年度の 3ＤＢＣ交流会のホストクラブを名

古屋で引き受ける事とした。和歌山紀の川クラブより

「交流会継続のためにも、ホストクラブに特別な費用

負担が無いような取り組みをすべき」との意見が有っ

た。→　国際・交流委員中心に準備を開始する。

４．ＣＳ事業「恒例：潮干狩り」の件

4-1.・�招待を予定している児童養護施設「南山寮・中央有鄰

学院」共に参加の意向を示されている。コロナの影響

を考慮し、遅めの日時設定：６月２６日（土）に決定

する。今後、両施設と連絡を取りながら、具体的な話

を詰めていく。

　　・�例年実施している食事の提供について、今年は特に「コ

ロナ感染、食中毒」の危険を十分に考慮して可否を決

定すべきとの意見が有った。

５．子ども食堂について

5-1.・�河部メンが年頭所感の際に構想を語られた「子ども食

堂」について、その後の進捗状況を確認したところ「コ

ロナ収束が見えない中、具体的な行動計画までには

至っていない状況である」との事。河部メンより実行

計画を示していただき、名古屋クラブがどの様に関わ

れるのか？検討を始めていきたい。

６．ＹＭＣＡより

6-1.・�緊急事態宣言発令に伴い、全ての会館 20：00閉館を

実施する。ワイズ以外の外部への施設利用を禁止とす

る。

７．その他

7-1.・�次年度クラブ役員・委員について、副会長、次期会長

については一旦保留とする。

　　（候補者：戸田メンの仕事の都合上、暫く様子を見るため）

7-2.・�次年度クラブ委員欄に、ICT(ZOOM) を追加し、委

員を渡辺メンとする。

7-3.・�次年度予算編成に当たり、特別な予算の申請が有れば、

会計宛に申し出ること。

7-4.・�次年度第二例会開催日時を、現行の第二火曜日　→

　第二木曜日に変更したい旨、次期役員から申し出が

あった。６月第一例会でメンバーに諮り、承認を得る

事とする。

7-5.・�案内済みの 5月 18日（火）グランパスクラブ主催の

オンライン交流会「ご存知ですか　フードバンク」の

開始時間が変更となった。【開始時間 19：30 → 18：

30】奮ってご参加を！� （川本龍資）

YMCA ニュース

　夏プログラムのパンフレットが完成し、申込が始まっていま
す。プログラムに備え、リーダートレーニングも始まっています。
今年も多くの子どもたちが安全に夏プログラムに参加できるよう
に、スタッフ一堂準備を進めています。

　YMCA　6 月の予定

6/5（土）〜 6/6（日）春のファミリーキャンプ

（名古屋）
メ　ン　　　12日　渡辺真悟君
メネット　　22日　平野愛子さん



THE  SERVICE   CLUB   OF   THE  YMCA

CHARTERED    AUGUST  27,  1947

c/o　NAGOYA  YMCA   2-7,  HARUOKA, 1CHOUME CHIKUSA-KU,  NAGOYA,  464-0848  JAPAN

AFFILIATED   WITH   THE   INTERNATIONAL    ASSOCIATION   OF   Y’S   MEN’S   CLUBS
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

イエスは、シモン・ペトロに「沖に漕ぎ出して網を降ろし、
漁をしなさい」と言われた。……お言葉ですから、網を降
ろしてみましょう。

（ルカによる福音書 5章４節）

西　村　　清

　シモン・ペトロが初めてイエスに出会い、すぐ弟子にな

るように招かれた時の記事です。ペトロやその他の漁師た

ちが漁をしたが不漁で魚があまりとれず、舟からあがって

網を洗っていた時の出来事です。多くの群衆がイエスの教

えを乞うために押し寄せ、イエスはたまたまペトロの舟に

乗って岸にいる多くの群衆に話されました。

　話し終えたイエスはペトロに向かって、今月の言葉を言

われたのです。その時、ペトロはどう思ったでしょうか。

自分たちは漁のプロで、いつもこのガリラヤ湖で漁をして

いる。いわば知り尽くしている漁場です。イエス様がいか

に偉い先生でも漁に関しては私たちにはかなわない、「今

さら何を！」と思ったのではないでしょうか。しかも一晩

中漁をして疲れている。再度漕ぎ出して漁をするなど出来

ないと思ったかもしれません。しかしペトロたちは無駄だ

とは思うが、せっかくのイエスの言葉だから、という思い

で、沖に漕ぎ出して漁をすると、網が破れそうになるほど

魚がとれたというのです

　イエスの一番弟子と言われたペトロがこういった経験を

通してイエスの弟子として、この後イエスに従うのです。

私たちもいろいろなことに突き当たって決断を迫られた時、

今までの経験や常識に捕らわれて、「そんなことは無理」。

「どうにもならない」と思ってしまいます。しかし「お言

葉ですから」とイエスの言葉（青書）にそって「沖へ漕ぎ

出す」時、新しい展望が開かれてくるのではないでしょう

か。勇気をもってチャレンジする時、おびただしい魚の群

れが与えられるのではないでしょうか。

　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

　「禍」について

　最近「コロナ禍」とよく使われている文字「禍」も「災」

も同じわざわいと読まれるが、この両文字は完全に使い分

けられている。

　「災」は時の廻り合わせで天地よりなすわざわい。自然

界との変化によって生ずる地震、落雷、暴風、洪水等に使

われる（天災）。

　「禍」は人間の過失、怠慢、不注意などが原因となって

起る災害に対して、神の咎めを受け、与えられた試練とし

て使われる。戦争、疫病の流行等々（人災）禍に示（しめ

す偏）が使われているのもこれでなる程。

　上記は以前何かで読んだ記憶なので、いろいろ出典を調

べてみたものの、みつかりません。多分易経の中からでは

ないかと思われる。

　最後に「禍」の反対語は「福」。

　「禍も福もみな自分から招く」とあったのを思い出しま

した。� （久保田啓）


