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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　6 月号　(No905）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 15 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター�� 2 名

第 2例会� 11 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター� 0 名

メーキャップ� 0 名

出席率� 83.3%

5 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt
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5
月

7
〜
5
月
累
計

小　尾�

加　藤　�○�

川　口� ○���R

川　本� R�� R

河　部� R��

鬼　頭� ��

木　本� ○�

久保田�

塩　田� ○� R

鈴　木�

相　馬� ○�� R

遠　山� ○�� R

戸　田� R�� R

谷　川� ○�� R

中　村� ○�� �

西　村� ○�� R

平　野� ○�� R

深　谷� ○���R

渡　辺� R���R

5　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2022 年 6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

　会長の任期を終えます。２年間コロナがつきまとう事とな
り例会の開催が危ぶまれる事態もありましたが、皆さんのご
協力の下、無事終えようとしています。次年度は戸田真二会
長が私たちを導いてくださいます。戸田カラーを前面に押し
出した会長を楽しみにしています。さて、会長を終えるに当
たり振り返ると、大人数で集う例会が出来ず、人数や活動を
制限され、つどい・語らうワイズの楽しさを実感できる機会
が少なかった感は否めません。さりとて自然を相手にボヤい
ても詮無き事で、前を向き進むだけと思い定めて例会プログ
ラムを考え知恵を出し合いました。卓話講師の人選も皆さん
のおかげで多くの講師を招き勉強ができました。また、Zoom
という武器を最大限活用しました。今は直接お会いできない
ためのツールですが今後は日本全国、海外からでも講師を招
く事もでき、講師はリモートで会員は会場といった例会も可
能となります。もう一歩踏み出した例会プログラムを考え楽
しいワイズにしていきたいと思います。今後は一会員として
クラブ活性に繋がる会員増強とプログラムの充実、ＹＭＣＡ
との協同、そして他団体との交流。自分が楽しむためにもク
ラブを盛り上げていきます。
　余談ですが、例会に出席するときワイズバッチを着装して
いますか？Zoom出席の場合も然りです。ワイズの誇りと共
にバッチを着け例会に出席してください。では、これで、普
通のおじさんに戻ります。２年間ありがとうございました。

会長任期満了
　平　野　実　郎

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

6 月例会プログラム

と　き：2022 年 6月 14日 (火 )7:00p.m. ～ 8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA・Zoom

� 司　会� 平野　実郎　君

開会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

ワイズソング� � � 　

聖書朗読・祈祷� � � 川本　龍資　君

プログラム

　　　　次年度に向けての引継ぎ

ハッピーバースディ� �

閉会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

例会での食事はありません。Ｚｏｏｍでの出席は可

7 月号　原稿担当者
巻頭言　戸田真二会長　　6月第一例会レポート　

第一例会（5/10）ゲスト　荒川恭次、坂口功祐
京都パレスクラブ周年例会（5/7）
　　　　　　川口、河部、久保田、深谷、平野
Y・Y 交流会反省会（5/18　名古屋 YMCA・Zoom）
　　　　　　川本、戸田、平野、渡辺
次期理事選考委員会（5/19　Zoom）　渡辺
CS 潮干狩り（5/28　蒲郡）川本、相馬、西村、谷川、深谷
西日本区大会前夜祭（6/11）
　　　　　　川口、川本、相馬、深谷、渡辺
西日本区大会（6/11）
　　　　　　川口、川本、相馬、谷川、中村、平野、深谷、渡辺

第1 第1 第1第2 第2 第2



(2)

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き：2022 年 5月 10日（火）

ところ：YMCA・Zoom

　名古屋 YMCA120 周年記念事業となる日和田高原キャン

プ場のリフレッシュ工事への支援と理解を深めるため中村総

主事に卓話をお願いした。

　冒頭日和田高原キャンプ場の現況と何故日和田を再整備す

るのか説明を受けた。毎年開催される学童キャンプが年々

盛況となり、キャンセル待ちが 300名を超すとの事。また、

コロナ禍の影響でキャンプブームになっていて、ファミリ―

で気軽に楽しめるキャンプ場が流行っている。その反面大き

なキャンプ場が全国で減少しており、大きなキャンプ場を

管理運営する事は世の中と逆行するようだが、キャンプは

YMCAの原点でもあり、人を育てる絶好な現場でもあり再

整備に力をいれたいとの事。目標額は 1000 万円。

　メインロッジの浴場とトイレの整備を第一に考え、キャン

プ場全体の整備を第 2・第 3弾と予定していて協力を求めら

れた。奇しくも次年度は名古屋クラブ75周年でもあるため、

記念事業として名古屋YMCAの支援に力を注ぎたい。また、

今月の第一例会に木本精之助君が久しぶりに参加されまし

た。

　諸報告では、コロナ過で中止されていた街頭募金

（2022.6.5）の開催案内とウクライナへの支援募金のお願い

があった。また、2023-2024 年度西日本区理事に当クラブ

の深谷聡君が立候補をする事となり、協力のお願いがあった。

ＣＳ事業（潮干狩り）報告
　今年の地域奉仕＝ＣＳ事業は、実施に至るまで随分と色々

悩まされました。例年の乙方海岸は閉鎖。隣の山田海岸も「不

漁のため、団体利用は断っている。」と言われる始末。もう、

中止にするしかないかという考えも頭をよぎります。ダメ元

でと思って蒲郡を候補地に調べてみることに。料金のこと、

確実に予定日である５月 28日が開いていること、こうした

条件が一定クリアするということで決まったのが、今回の汐

干狩り場である形原海岸です。

　豊橋に出向く用事の帰りに下見に立ち寄ってみたら、何と

いう良い場所。海岸からの景色が良い、入り江になっていて

波も穏やかな砂浜、裏手は緑豊かな公園、たまたま出くわし

た某グループの貝の収穫料もバッチリじゃないですかあ。前

日には平野会長とカレーライスの仕込みも済ませ、用具もそ

ろえ、現地には９時に到着。南山寮、中央有鄰、天使園のこ

どもと付き添いメンバー 31名も期待に胸膨らませ、そろそ

ろと集まってきました。早速に汐干狩りに一目散です。確か

にアサリは少

ないがみんな

結構採ってい

て、通称ばか

貝といわれる

貝が目立つけ

ど、ハマグリ

もあるじゃな

いですかあ。たくさんの貝の収穫に子どもも大人も満足され

たようでホッと一安心。後は、手作りのカレーライスがうま

くいくか！？どうにか全員の胃袋は満足させたようでホッと

一安心。終わりの会には、川本書記がクラブを代表してあい

さつ、各事業所の代表者に感想を語ってもらい、無事に終え

ることができました。その川本書記、西村先生、名古屋クラ

ブの母的存在の相馬さん、そしてカレーの試食までの時間で

したが応援してくれた深谷さん、貴方がたの一人でも欠けた

ら成功裏に終えることはできなかったプログラムでした。本

当にお疲れさまでした。３つの養護施設の子ども、職員さん、

みんな来年も当然のように期待している様子。よし、来年も

やるぞう。

� （谷川　修）

日本ＹＭＣＡ同盟を通じ、ウクライナ支援のため10万円を献金する事と緊急役員会で決定

いたしました。皆様へは事後報告となりますがご理解とご了承くださいますよう宜しくお願

い申し上げます。また、皆様へは個人献金等差支えない方はご協力ください。

ウクライナ支援募金の決定
のお知らせ
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き；2022 年 5月 19日 ( 木 )19:00 ～ 20：30
ところ；ZOOMによるリモート例会

１．６月第一例会、７月以降の例会予定について
　1-1.�６月第一例会は、次年度への引継ぎとなるため、極

力対面で開催したい。人数の関係で　３Ｆホールを開
催場所とする。６時半より会場設営を開始する。ご協
力を。

　1-2.�名古屋クラブが過去交換したミニバナーや受賞した
盾の在庫が有る。6月例会時に希望者に販売し、クラ
ブファンドとする。

　1-3.�８月以降の卓話講師候補者として、西日本区次期国
際・交流主任：小田哲也メン（福岡中央クラブ）他、
手話の先生などが挙がっている。次月以降検討を開始
する。

　1-4.�８月以降に、現西日本区理事：新山メンほか数名の
京都トップスクラブメンバーが名古屋クラブの例会訪
問を予定されている。

　1-5.��ご高齢者の例会出席が厳しくなっている。土曜・祝
日の昼間での特別例会を計画するなど、

　　　�高齢者に配慮した例会の持ち方の検討が必要である。
２．ＣＳ事業　潮干狩り招待について（第２例会後に変更あり）

　2-1.��５月２８日（土）　蒲郡の水神海岸（三谷温泉漁業組
合）で開催予定であったが、当日の諸準備のため電話
確認したところ、アサリ不漁のためか当日は閉場との
事。代替の候補地が挙がっているが、招待する３施設
に確認後に最終決定することとなった。

　　　�参加予定者は、相馬・西村・深谷・谷川・川本の５名。

　2-2.��荒天の場合などの開催有無の決定は、谷川メンの主
導で、招待者・クラブ内連絡を行なう。

　　ＣＳ事業報告書の作成も谷川メンで実施する。
３．名古屋ＹＭＣＡ１２０周年募金（日和田再生プロジェクト）

　3-1.�２０２２年が名古屋クラブ創立７５周年となる。そ
の記念事業として行うか？など、次年度の検討事項と
する。

４．熱海グローリ―・和歌山紀の川クラブとの３DBC交流会
��4-1.�名古屋ＹＭＣＡチャリティーゴルフ２０２２の開催

に合わせ、開催を検討する。チャリティーゴルフ会：
１１月１７日（木）に開催。

　4-2.��今年度西日本区大会での紀の川との交流会は、大会
が単日開催で名古屋メンバーの大半が日帰りのため、
挨拶程度の交流となる（紀の川：向井会長確認済み）。
紀の川クラブの参加予定者は１５名との事。

５．ロースタ（Membership & Roster）発注の件
　5-1.�西日本区 : ２０冊（メンバー　+　特別メネット）、

東日本区：１冊（保管用）
６. クラブ総会資料作成の件
���6-1.�書記（戸田、川本）主導で作成する。６月第一例会時に、

各事業報告作成担当を割り振る。
７. ＹＭＣＡより
　7-1.�国際協力募金（ウクライナ緊急支援募金含む）が

5/2 ～ 8/31 で実施中。是非、ご協力を。
　7-2.�その一環で、6月 5日（日）午後 1：30 ～ 3：00　

名古屋駅と栄にて街頭募金を実施。参加可能なメン
バーは、遠山担当スタッフ経由広瀬スタッフまで登録
をお願いする。� （川本龍資）

　　　　京都パレスクラブ 50 周年記念例会に参加して

　去る 5月 7日京都パレスクラブの５０周年記念例会が、

ホテルオークラ京都暁雲の間にて開催され、日本全国から

300名のメンバーが参加し盛大に挙行されました。

名古屋クラブからも平野会長を先頭に久保田、深谷、川口、

河部、5名が参加し祝意を表しました。さすが京都部１８

クラブを擁する日本最大の京都部の中核的革新的クラブで、

オープニングから IT 技術を駆使した創作的映像にて、パレ

スの 50年のたどった軌跡を披露し参加者の度肝をぬきまし

た。

メンバー 60名、平均年齢も若く情熱的、（始まりは YMCA

から）YMCAに感謝のベース理念がしっかりしていて揺る

ぎがない。特に 50 周年記念事業として、アジアに YMCA

がない国家は北朝鮮とラオス人民民主共和国だけでなんと

か YMCAの旗を立てるべく、パレスのメンバーで在京都ラ

オス人民民主共和国名誉領事としてビエンチャンに赴任中

にYMCA国際ホテル専門学校設立活動を精力的に働きかけ、

何とか設立の目途が立ち、東京 YMCA国際ホテル専門学校

の現校長がビエンチャンに赴任することが決まり会場で発表

された。その席で京都パレスクラブより設立準備資金一千万

円が手渡された。（ビックリ～）又、輸出が禁止されている

ラオスのアジアゾウ 4頭がパレスメンバーの働き掛けで京

都動物園にプレゼントされ京都市長も会場に来られ、感謝の

辞を述べられました。アジアゾウの飼育は難しくて、繁殖を

サポートする為ラオスから飼育員が 4名前後定期的に京都

動物園に来ているとのこと。早くベビーが生まれるといいね。

京都動物園に訪問することをお勧めします。

最後に名古屋クラブの現状に危機感を強く感じた河部でし

た。魅力的なクラブ作り、出来ることから。YMCAファー

ストから。� （河部　薫）
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　　　�「イエスはペトロに、「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」と言われた。ペトロは「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
おろしてみましょう」と答えた。そして漁師たちがそのとおりにすると、おびただしい魚がかかり、
網が破れそうになった。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( ルカによる福音書５章４～６節 )

�
西　村　　清

　ワイズの一年間の活動が間もなく終わろうとしています。

７月から新しい年度に入りますが、この６月は一年の締め

くくりと、新しい年度への準備の時です。具体的な計画を

立て、一年間の活動のフォーマットを作り、活動の根拠に

しますが、ただどういう思いで、そういった計画を立案す

るのでしょうか。いわばその精神が問われます。

　今月の聖句は、我々にその精神的支柱を与えてくれので

はないかと思います。イエス・キリストの一番弟子とも言

われるシモン・ペトロが初めて、そのイエス・キリストに

出会った時の記事です。シモン・ペトロは漁師でした。こ

の時シモンは夜通し漁をしたが魚一匹取れなかったと記

されています。失望、落胆している時、イエスはペトロ

に「沖に漕ぎ出して網を入れなさい」と命じられます。ペ

トロは漁の専門家であり、いつも漁をしているガリラヤ湖

ではどこに網をおろせば魚が多くとれるか知り尽くしてい

ます。不漁の時は網をおろしても無駄だとわかっています。

しかも一晩中漁をして疲れてもいました。しかし５節にあ

りますように、「お言葉ですから」と言って、沖に漕ぎ出し、

網をおろすと、おびただしい魚がかかり、網が破れそうに

なったと記されています。

　私たちはいろいろなことに直面して決断を迫られる場合、

それまでの過去の経験や常識にこだわります。しかしペト

ロは「お言葉ですから」と言って、沖へ漕ぎ出し、網をお

ろした時、予想もしないほどの大漁を経験します。思い切

ったチャレンジということでしょうか。私たちワイズの計

画や活動も、「お言葉ですから」と、経験や常識を超えて、

神様の言葉に従う時、大きな成果を得ることが出来るので

はないでしょうか。

YMCA ニュース

夏プログラムのパンレットが完成し、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（日）街頭募金　13：15～ 15：00（名古屋駅、栄）

メン
12 日　渡辺真悟君
メネット
22 日　平野愛子さん

　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


