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　○出席���　Rリモート出席　Mメーキャップ

　　主　　題（2021/2022）
国 際 会 長	：	 世界とともにワイズメン
アジア太平洋地域会長	：	 100 年を超えて改革しよう
西 日 本 区 理 事	：	 Callenges�for�the�future�未来への挑戦
中 部 部 長	：	 楽しくやろう　ワイズ活動　地域とＹＭＣＡと共に
名 古 屋 ク ラ ブ 会 長	：	 誘い　誘われ　楽しむワイズ（名古屋クラブに愛はあるんか！？）

2021 〜 2022　9 月号　(No896）
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第　2　例　会
と　き︰ 2021 年 9月 23日㈭ 7:00p.m. 〜 8:00p.m.
ところ：ZOOM
プログラム：下半期プログラム　その他
※第二例会の曜日が変更になっています。ご注意ください。

　名古屋クラブの皆様「こんにちは。」
　今月は『ＥＭＣ　ＹＥＳ』強調月間です。今期は新山
理事の第一の目標である、300名の会員増強を目指して
います。
　『ＥＭＣ＝エクステンション、メンバーシップ＆コンザ
ベーション』の意味や内容をよくクラブで話し合い、ク
ラブ活性の為に一緒に何ができるか考えましょう。貴ク
ラブは、次期75周年という節目を迎えられ、組織とし
ての永続性を保ち、個々のメンバーが強い気持ちで計画
を推進されることを期待しています。また、会員増強を
念頭にクラブ5ヵ年計画を作成されるなど、目標を明確
にして、メンバー全体で目指す方向を同じくすることは、
これからのＥＭＣ活動に大きな影響を与えることでしょ
う。
　『ＹＥＳ＝ワイズエクステンションサポート』は、新ク
ラブ設立に向けたサポートへの献金となります。クラブ
が増えることは、地域への奉仕拠点が増えるということ
です。西日本区のワイズメンが少しずつ協力して、新ク
ラブ設立へのお支えとなっていただきたいと思います。
　今期は『ワイズの炎を燃やし、活気あふれるクラブラ
イフを謳歌する』ことを目指しています。良い結果を生
むためのよい原因作りを日々取り組み実行していきま
しょう。

ＥＭＣ強調月間に寄せて

西日本区ＥＭＣ事業主任　山口雅也（京都キャピタル）

会　　長　平野実郎

副 会 長　

書 　 記　川本　戸田　

会　　計　川口　塩田　
ブリテン　久保田　鈴木（貞）　平野

9 月例会プログラム
と　き：2021 年 9月 14日 (火 )7:00p.m. 〜 9:00p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ・Zoom

� 司　会� 戸田　真二　君

開会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

ワイズソング� �

聖書朗読・祈祷� � 　加藤　明宏　君

プログラム�

　　　「学童キャンプ報告会」

　　　「聖岩クラブＩＢＣ交流会」

ハッピーバースディ� �

ワイズ理解� � 川本　龍資　君

閉会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

　　　　　※今月の例会は食事がありません。
　　　　　※Ｚｏｏｍでの出席は可

10 月号　原稿担当者
巻頭言　深谷　誠さん　　8月第一例会レポート　

学童キャンプ支援（7/28 ～ 31・8/4 ～ 7 日日和田高原キャ
ンプ場）　　　　　　渡辺
中部部会実行員会（8/2　	Zoom）
　　　　　　　　　川本・戸田・谷川・平野・渡辺
中部会長・主査連絡会（8/8　Zoom）
　　　　　　　　　川本・戸田・谷川・平野・渡辺
中部部会実行員会（8/16　	Zoom）
　　　　　　　　　川本・戸田・谷川・平野・渡辺
中部部会実行員会（8/23　	Zoom）
　　　　　　　　　川本・戸田・谷川・渡辺
日韓ユースセミナー（8/28　名古屋ＹＭＣＡ）
　川本・河部・相馬・遠山・中村・深谷・平野・渡辺
日和田キャンプ場ボランティア（8/20 ～ 21）河部・他 2名

第1 第1 第1第2 第2 第2



(2)

■■■� �第 1 例会レポート 	■■■

と　き：２０２１年 8月 17日

ところ：名古屋YMCA、ZOOM

　８月は、会場である YMCA本館が夏休みと重なってしま

うことから、平常の第２火曜日 10日をオンラインでの第二

例会とし、本来は第２例会としている第３火曜日の 17日を

第一例会としました。前名古屋 YMCA総主事で元クラブメ

ンバーである加藤明宏氏の再入会式を行うというのがメイン

プログラムでした。コロナによる蔓延防止等重点措置下、感

染者数が日々過去最高を更新するような拡がりをみせて、緊

急事態宣言が発出されるのは間違いないという状況での例会

です。実施前には、開催自体、あるいは開催方式についてど

うするかで意見が交わされていました。何より大事な入会式

ということで、結局、対面式とオンラインの併用とすること

になりました。時間も８時までで会館が閉まるため、１時間

に満たない例会時間でした。

�まずは、加藤明宏氏の入会式、４回目の入会式となります

との挨拶に、みんな一様に驚きの声が上がりました。そっか

あ、いくつかの YMCAに勤務したこと、それぞれの地でワ

イズのクラブメンバーであったのだと納得するとともに、今

後の活躍に強い期待を抱いたのは私だけではなかったようで

す。入会式の後は、平野会長の提唱する「名古屋ワイズメン

ズクラブ 5カ年計画」についての意見交換でした。まずは

会長より、5カ年計画そのものの説明が熱く語られ、その場

にいたメンバー、オンライン参加者から率直な意見が語られ

たことです。テーマを考えると、とても時間が足らない。本

来ならば、泊まり込みで語り明かしたいようなテーマである

ことを再認識しました。昨年から続くコロナ禍のもと、一緒

に食事をしたり、盃を傾けあい、語り合うことの大切さを思

い起こすとともに、それが失われている現状に慣れなくては

心の持って行き場がないことの日常の連続が、大切なものを

このまま失ってしまうような恐れすら覚えています。

�早く、合宿例会のような場を設けて、会長の提起するよう

なクラブのあり方、クラブの持つ意味、価値や未来像につい

て論議しあわないと、クラブ自体の存続すら危うくなるよう

な気持ちを抱きます。

�ワイズメンズクラブのようなある目的を同じくする人たち

が任意に集まり、その目的に向けて切磋琢磨しあう、仕事や

家族親戚関係とは違うはすずのワイズメンズクラブのような

団体にとって最も大切なのは、人が集まり語り合い、そこか

ら新たな何かを創り出すことに他なりません。何とかしない

と。

� ( 谷川　修 )

特集「ようこそ IGOへ」　Vol.1

　人類は未曾有なコロナ危機に曝されています。ワイズメン

ズクラブの醍醐味である交流が出来ないのは辛いです。

　そんな中、本年度ワイズメンズクラブ国際協会、YMCA

より IGo という新しいプログラムが YEEP に変わって発表

されました。YEEP はコメット対象（高校生 16 歳より 18

歳の 1年間の交換留学制度に対して IGo は対象が（申請時

18歳より 30歳）とした短期（一般的に３ヶ月）のインター

ンシップの新しいプログラムです。

　本年度西日本区　国際・交流事業主任を拝命させて頂いた

ので、訳文をご紹介させて頂きます。

IGo とは…
　ワイズメンズクラブ国際協会と YMCAが共同で行ってい

る、若者層に短期（一般的に３ヶ月）のインターンシップを

提供する新しいプログラムです。

　IGoのインターンシップは、仕事を始めたばかりの若者に

とって、ユニークな学習の機会となるように作られています。

IGoの仕事の経験は、単なるスキルや知識の伝達にとどまら

ず、グローバルコミュニティや国際的な連帯感を育むものです。

　このプログラムは、４つの主要なアクションを中心に構成

されています。

　①　参加する　②繋がる　③築く　④力を与える

� 〈つづく〉
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■■■� �第 2 例会レポート 	■■■
と　き；2021 年 8月 10日 ( 木 ) 午後７時�〜�8 時 00分

ところ；ZOOMによるリモート例会

１．	2021-2022 年度上半期　例会プログラム及び例会開催
日変更について

1-1.�・�まん延防止等重点措置発出の為、８月第一例会は、時

短開催とします。（会場 20時まで）

　　　�８月１７日（火）19：00 〜 20：00　名古屋ＹＭＣ

Ａ+�Zoomのハイブリッド形式。

　　　�Zoom参加可能な方は、極力リモート参加を推奨しま

す。

　　　�会場とリモートの一体感を出せるよう、音響の環境を

整えて行う。

　　　プログラム：�①加藤明宏さんの入会式　②クラブ５か

年計画のプレゼン

1-2.�・�９月１４日（火）第一例会について、緊急事態宣言

又はまん延防止等重点措置が発出され、部会開催中止

となった場合のプログラムの変更、及び例会開催の有

無を検討。→保留

　　　決まり次第お知らせいたします。

1-3.�・�１２月１１日（土）はクリスマス特別例会（南山ク

ラブ合同例会）決定。

　　　場所：ホテル名古屋ガーデンパレス

　　　�プログラム等の詳細については今後検討をしていく。

（担当：平野会長）

２．中部部会について
2-1.�・２０２１年９月１１日（土）場所：日和田キャンプ場

　　　�全体の参加登録者 9/10 現在１２名。今後増える見込

み。締め切り 8/15 となっているが、

　　　�名古屋クラブの参加について 8/17 第一例会にて決定

したい。（クラブ単位で登録）

　　　�参加の申し込み及び行き方、車のシェア、宿泊等につ

いて川本さんよりメールにて案内を送りますので、是

非皆さんで参加しましょう。

　　　参加登録費　ワイズメン　¥6,000

　　　　　　　　　メネット・ゲスト¥5,000�

　　　　　　　　　コメット（大人）¥5,000

　　　　　　　　　コメット（中学生以下）¥2,000

　　　※�８月１６日（月）部会実行委員会にて、詳細につ

いて検討されます。

３．渡辺中部部長公式訪問について
3-1.・�１０月１７日（日）名古屋南山クラブに公式訪問を予

定していましたが、同日、阪和部会と予定が重なった

ため、阪和部会に訪問することになりました。阪和部

会はDBC( 和歌山紀の川ワイズメンズクラブ )交流が

あることから、こちらを優先。

　　　�１０月１７日（日）名古屋南山クラブでは南山農園に

てお楽しみ会（ピザ作り）が予定されており、交流イ

ベントとして参加者を募集します（案内：川本）

４．クラブバナーについて　
4-1.・継続審議とします

５．中部主査・会長会報告について（渡辺部長より）
5-1.・�第 1 回連絡会８月８日（日）リモート開催。各クラ

ブのキックオフの様子が主な内容となった。平野会長

からは会員の増強について、ＥＭＣシンポジウム（中

部の行事）として、一般参加型のフェスティバルを提

案。今後太田主査との協議を実施していく。

６．ＹＭＣＡより
6-1.・�日韓ユースセミナー�日時：８月２８日（土）午後３

時〜５時頃までZoom開催。

　　・�ＹＭＣＡ大会　９月２５日（土）10：00 〜 12：00

　一般は Zoom参加。

　　・�第 28 回インターナショナルチャリティーラン開催　

１１月１３日（土）詳細未定

　　・�チャリティーゴルフ大会開催１１月１８日（木）鈴鹿

カンツリークラブにて

　　※�南山バザーについては、幼稚園のみで開催予定（実

行委員会で検討）

　　遠山さんより

　　・�名古屋ＹＭＣＡ国際協力街頭募金１０月１０日（日）

に決定。　案内は後日。

７．その他
7-1.�・�河部さん他 2名、8/20( 金 ) 〜 21( 土 )　日和田キャ

ンプ場ボランティア参加。

7-2.�・�津クラブ解散メンバーに個人レベルでクリスマス会

等お誘いを行っていく。

7-3.�・�会計より　年会費の納入をお願いします。通常会費

＋リノベーション基金 3,000 円

　　　�合わせて振り込んでいただいて構いません。よろしく

お願い致します。

7-4・�国際・交流事業でＹＥＥＰが廃止されＩＧＯ（アイゴー）

が新規事業として始まった。

　　　�深谷事業主任より詳細の報告を貰う。

（戸田真司）
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　　「心の清い人々は幸いである」（マタイによる福音書 5章 8節）

� 西　村　　清

　８月はコロナ感染者の急増と、未曽有の大雨で洪水や土

砂崩れ等で大きな被害をもたらしました。ことに九州地域

や広島県、また岐阜県でも大きな被害が出たと報道されて

います。まるで梅雨期のように長雨で、しかも時に激しい

雨降りとなって、洪水を引き起こしてきました。自然現象

とはいえ、腹立たしく思われた方が少なくなかったのでは

ないでしょうか。

　さて、今月も、「幸いなるかな」で始まる「山上の垂訓

（説教）」から聖句を選びました。ここで「清い」と訳され

ています言葉は、原典のギリシャ語ではカサロスとなっ

ています。「心がカサロスな人は幸いだ」と言われるので

す。カサロスは清いとか、純粋なとか、あるいは汚れてい

ない、という意味の言葉です。そのお意味で、私たちが何

かする場合、それが慈善であっても、その動機が純粋であ

る人はさいわいだというわけです。大変立派な行為であっ

ても、問題はどのような動機でなされたかということです。

社会福祉や難民事業のために寄付しても、案外それが自分

の名誉欲や権力を誇示したいためであったり、あるいは他

の人からの尊敬を勝ち取るためであったり、ほめられ、感

謝され、自己満足のためであれば、、純粋な動機とは言え

ないことになる。

　私たち YMCAに関わる者、ワイズメンはおおむね奉仕

活動は極めて純粋な動機からなされています。その意味で

神様から「幸いな人」とお褒めの言葉をかけられ、また祝

福を受けるのではないでしょうか。今後も私たちの奉仕活

動の際、その動機が純粋であるか問われなければなならな

いのではないでしょうか。（今月は、大阪サウスの松岡虔

一先生の文章を参考にさせていただきました。）

YMCAニュース

今年度もたくさんの方にご支援いただき、無事、夏のプログ
ラムが終了いたしました。
また、2学期が始まり、子どもたちの賑やかな声が戻ってき
ました。

　YMCA　7月の予定

9月 25日（土）10：00-12：00　ＹＭＣＡ大会（ZOOM開催）

メン	 5 日� 久保田　啓君　
� 20 日� 遠山　恵理さん　

　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

中央有鄰学院さんからお礼の手紙が届きました。
また、来年も一緒に潮干狩りに行きましょう。

お知らせ


