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　○出席���　Rリモート出席　Mメーキャップ

　　主　　題（2022/2023）
国 際 会 長	：	 フェローシップとインパクトで次の 100 年へ

アジア太平洋地域会長	：	 新しい時代とともに、エレガントに変化を

西 日 本 区 理 事	：	 原点を知り将来に生かす（立ち上がれワイズモットーと共に）

中 部 部 長	：	 明るく　清く　美しく　―よき隣人として（Befriending）

名 古 屋 ク ラ ブ 会 長	：	 empathy( エンパシー ) 共感する力を高めよう（他者の靴を履いてみる）

2022 ～ 2023　11 月号　(No910）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 16 名

　　メネット� 3 名

　　ゲスト・ビジター�� 2 名

第 2例会� 6 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� 100%

10 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 0pt

現金� 0pt

合計� 0pt
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川　本� ◯��

鬼　頭� ��

木　本� ○�

久保田� ○

塩　田� ○�

鈴　木� �

相　馬� ◯�� R

谷　川� ◯��

遠　山� ��

戸　田� ○�� R

中　村� ◯��

西　村� ◯��

平　野� ○�� R

深　谷� ◯���R

渡　辺� ○���R

10 月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2022年 11月 14日（月）7:00p.m.～ 8:00p.m.
ところ：Zoom
プログラム：上半期プログラム　その他
※今期第二例会の曜日が変更になっています。ご注意ください。

　「名古屋の街の秋の風物詩」コロナウイルス感染拡大の影響

で一昨年と昨年は中止となり３年振りの開催。三英傑や三姫を

始めフラワーカーやナナちゃん隊、馬や山車に乗った武将たち

の勇壮な姿の行列にふと故成瀬ワイズと同じく故長井ワイズが

浮かんできた。成瀬ワイズは京都の時代まつりに若い頃時代の

衣装を纏って参加して洛中を練り歩いたことや　長井ワイズは

名古屋まつりで鉄砲隊に参加し鉄砲を撃ち観衆の歓声を浴びた

事等　いつも楽しい良い想い出を語ってくれました。ここで故

鳥居ワイズ大先輩の好きなシェイクスピアの言葉「人生は舞台、

人間は俳優」　ワイズの舞台でいかに演じるかを踊る阿呆に観る

阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損々と口ぐせのようにワイズとＹ

ＭＣＡのＹとＹ、ワイワイと賑やかに楽しくと云われていた事

が沸々と湧き出てきます。名古屋ワイズの素晴らしい先人達が

培ってきた７５年の活動を次から次へと繋げていかなければと

各地の伝統のまつりに因んで勝手な思いと願いを記しました。

68 回なごやまつりの群衆の中で

　　久保田　啓

会　　長　戸田真二

副 会 長　加藤明宏

書 　 記　川本、深谷　

会　　計　平野、谷川　
ブリテン　渡辺、戸田、平野、久保田

11 月例会プログラム

と　き：2022 年 11月 8日 (火 )7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ：名古屋ＹＭＣＡ・Ｚｏｏｍ

司　会� � 川本　龍資　君
開会宣言� 会　長� 戸田　真二　君
ワイズソング
聖書朗読・祈祷� � 相馬　静香　君
プログラム
卓話：池住義憲氏、
　　　元東京YMCA主事、元立教大学大学院特任教授
テーマ：「平和をつなぐ　～憲法がアブナイ今　だか
らこそ～　」
ハッピーバースディ
閉会宣言� 会　長� 戸田　真二　君

例会での食事はありません。Ｚｏｏｍでの出席は可

12 月号　原稿担当者
巻頭言　小尾　雅彦君　11月第一例会レポート　加藤　明宏君

第 1例会ゲスト：堀 (しじみ )里美さん、秋重殉さん�
メネット：西村牧子さん、長井衣世さん、加藤朱美さん
中部部会＆金沢ワイズメンズクラブ７５周年記念例会 9/24：
戸田・川本・相馬・中村・西村・平野・深谷・渡辺
YMCA日和田火祭り＆クローズキャンプ 10/8 －９：
戸田・加藤・川本
阪和部チャリティーゴルフコンペ（10/18）：川本
中西部部会（10/8　大阪）：河部、深谷、平野
びわこ部部会（10/15　彦根）：深谷、平野
西日本区広報・情報委員会（10/8　大阪）：深谷、平野
西日本区役員会（10/22-23　熊本）：川本、深谷

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 10月 16日（日）

ところ：ＫＫＲホテル（中区三の丸）

　当初は納涼例会を兼ねて 8月に予定していたクラブ創立

75 周年記念例会は、コロナBA5 の影響で延期となりまし

たが、10 月 16 日晴天の秋空の下、ＫＫＲホテル名古屋に

て無事開催されました。功労会員のお三方も全員集合！広

義会員と担当主

事を除く 16 名

の会員とメネッ

ト、ゲストで総

勢 20 名が一同

に会し、和やか

なランチョン例

会となりました。この例会を「クラブメンバーが楽しんで、

より一層メンバー間の懇親を図り、今後のクラブ活性化につ

なげること」に狙いを定めて計画したとおり、クラブメンバー

ファーストの例会が開催できたことに記念例会の意義を感じ

ました。

　開会点鐘直後にゲストパフォーマー「しじみさん」のフラ

によるオープ

ニングアクト

で会を盛り上

げ、続けてワ

イズソング斉

唱、聖書朗読、

食前感謝、会

食の順に進められ、メインプログラムである「写真で振り返

る 75年」のスライドショーでは、思い出深い写真にまつわ

るコメントやエピソード紹介がなされました。その後、キャ

ンプソングの時、ハッピーバースデー、諸報告を行ない、閉

会点鐘と楽しい時間は早く過ぎ、あっ！という間の 2時間
でした。閉会後、75年間で貯まったアワードの盾やミニバ
ナー、アクセサリー等を閲覧しクラブの歴史を実感。お気に

入りの品をお土産で持ち帰っていただく時も持たれました。

例会終盤からサプライズゲストの秋重さんをお迎えできたこ

と、しじみさんより日和田キャンプ場への献金が捧げられた

こと、相馬ワイズよりＹＭＣＡに傘のプレゼントが有ったこ

とも付け加え、75周年記念例会の報告といたします。

（川本龍資）

11月例会	卓話講師紹介
講師　池住義憲氏
1944 年東京生まれ。大学卒業後 1967 ～ 2003 年の 36年間、東京 YMCA、アジア保健研
修所 (AHI)、国際民衆保健協議会（IPHC、本部ニカラグア）三つのNGOに従事。
YMCA在職中の 1975 年 3 ～ 6月、世界 YMCAベトナム難民救済復興事業ワーカーとし
て当時の南ベトナム・サイゴン（現ベトナム・ホーチミン市）に赴任。1975 年 4月 30 日
サイゴン解放に立ち会う。帰国後、東京 YMCA国際事業担当並びに中央ブランチ主任主事

補佐として勤務。1976 年から 1980 年 2月、東京むかでワイズメンズクラブ担当主事。
1980 年 3月より名古屋に移り、南山大学、名古屋学院大学、愛知県立大学大学院などで講師を勤める。2008
年 4月 17 日自衛隊イラク派兵差止訴訟原告代表として名古屋高裁より違憲判決勝ち取る。2009 ～ 2016 年
立教大学大学院（キリスト教学研究科）特任教授。現在は半田常滑看護専門学校講師。日進市在住。
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■■■� �第 2 例会レポート 	■■■
と　き：2022 年 10月 1７日（月）

ところ：ZOOM

１）2022 － 2023 年度上半期　例会プログラムについて
　�11 月第一例会：卓話講師　池住義憲氏のプロフィールの

確認（加藤ワイズ）

　１月第一例会：卓話講師　阿部之悠氏（担当相馬ワイズ）

　�12 月第１例会（クリスマス例会）日時：12月 10日　場所：

ホテルガーデンパレス名古屋

　担当：�司会　戸田会長　礼拝：西村ワイズ

　案内と値段設定：平野ワイズ (11 月 8日迄 )

　�2022 年の例会の卓話講師お招きする：３月椿佳代氏、4

月高木友徳氏　など

２）75周年記念例会を振り返って
　�良い例会であったと思います。古い写真を鑑賞しながら思

い出に感動できました。

　会計より収支報告があり、クラブ負担は 24,868 円。

３）３DBC交流会（11月９日～ 10日）について
　�現在の出席者予定数：名古屋クラブ 10名、紀ノ川クラブ

15名、熱海 7名　合計 32名

　�宴会プログラム・プレゼント交換などは平野メンと戸田会

長が、熱海、紀ノ川の会長と調整

４）名古屋 YMCA120 周年記念募金（日和田高原キャンプ
場リニューアルプロジェクト）
◦��クラブファンドより献金する事とし、11月第一例会で諮

る。

◦��名星舎は老朽化対策の修繕が必要か見積もりを取り　名古

屋クラブ独自に対処する。

５）愛美の会クリスマス会
　�12 月 17 日 10：45 ～ 11：20　昨年同様コロナの為制

限有り。11月第２例会で打ち合わせ

６）YMCAより
◦��チャリティランが 11月 5日 ( 土 ) 開催されます。YMCA

よりコース誘導員への参加要請がありますのでメンバーに

伝える (深谷書記 )。

◦��リーダー会と鶴里 YMCAの２チームに資金援助をする。

期首予算化済。

７）その他
◦ ��11 月 12 日（土）六甲部部会にて名古屋クラブのCS活

動報告を深谷ワイズが行う。

　原稿は川本ワイズより提出済。

◦��周年事業記念としての JWF献金につき JWF委員の川本

ワイズより説明して頂く。

◦ ��1 月の巻頭言を木本ワイズに依頼をする。その次は相馬

ワイズにお願いする

◦��クラブ HPが復旧し更新中。クラブの Facebook 作成と

HPにリンクを検討する。75 周年で使った多くの写真や

過去のブリテンの保存にクラウドを検討する。

(深谷　聡 )

■■■� �中部部会レポート 	■■■
と　き：�2022 年９月 23日（金）前夜祭、24日（土）中部

部会＆金沢クラブ創立 75周年記念例会

ところ：金沢ニューグランドホテル

　過去２回の中止を経て３年ぶりの部会が　金沢クラブ創立

75周年記念例会と併せて開催された。参加者は 100名を超

え皆さんリアルで会いたいと思っているなと実感する。前夜

祭は 30数名で特にアトラクションはなく、全員が交代で壇

上で自由に語り楽しいひと時を過ごしました。

　評議会は後日メールでということで開催は無く　部会はバ

ナーセレモニーを始めとして粛々と進み、事業主任、主査、

各クラブ会長の今年の目標等が語られた。南山クラブの今期

末での解散の件が杉山メンから披露され、我が名古屋クラブ

戸田会長から介護の話と、少し堅い内容でしたが熱く語る発

表者の言葉に会場の特に他部からの参加者には今の中部の現

状が良く理解されたと思います。

　金沢クラブ 75周年記念例会は華やかでした。歴史考証復

元画家の末松智氏の講演は大変興味深く、その後は山内部長

の教え子によるプロチームと宝塚クラブ石田由美子ワイズ率

いるワイズチームのフラダンスの競演で盛り上がりました。

金沢の美味しい料理を食べながら　金沢クラブが�8�名の高

齢メンバーに若干の若手会友とグランパス荒川中部書記でこ

れだけの会が出来たことにすごく感心しました。

（渡辺　真悟）

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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　　　�「あなたがたの中に、百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を
野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで捜し回らないだろうか。

� （ルカによる福音書 15章 4節）　　

� 西　村　　清

　日本YMCA同盟の”THE�YMCA”の 10月号の一面に、

同志社大学の木原活信先生が書いておられる記事の中で、

この羊飼いの話に触れておられます。お読みになった方も

あるかと思います。人間は何ができるか（doing）で評価

されるのではなく、存在自体（being）に価値があると語

られます。

　６年前に相模原市の障がい者施設「津久井やまゆり園」

で入所者 46 人が殺傷された事件を取り上げられ、「障が

い者はいなくなればいい」というのが元この施設で働い

ていたことのある殺害者の動機だったと言います。今の

社会もまさにこのような、役に立たない人は「いらない」

(doing) という論理で動いています。

　社会科学・哲学者の橋爪大三郎氏と大澤真幸氏が対談す

る形の著書『ふしぎなキリスト教』、新書大賞 2021 とい

う本の中で、不可解なたとえ話という項目で、この羊の話

が出てきます。99匹の羊を残しておいてでも、迷い出た

一匹の羊を捜しに行き、それを見つけた時の喜びは、９９

匹の羊を忘れるほどだと聖書に書かれている。社会科学

者にとって、これは民主主義に反する論理で、１人より

も 99人の意見を大切にするというのが自明の理というわ

けです。ただ社会科学者だけあって、「神が人間を配慮す

るやる方は、人間の社会常識を越えている、ということで、

神と人間の関係を、人間と人間の関係の類推で理解しては

いけない」と念を押しています。

　YMCAやワイズメンの場合はキリスト教精神に基づい

てなされる活動です。その意味で、木原活信先生が述べて

おられるように、「多数派ではない一匹。群れから外れて

しまった一匹。それは弱く生産性のない一匹かもしれませ

んが、そこに目をむけて、共に泣き共に喜ぶのがキリスト

教の精神です」と言われることに耳を傾けたいと思うので

す。「役に立つか否か」という doing の論理ではなく、生

を与えられている「その人」being をかけがえのない存在

として重んじることこそ YMCAに関わる者が考えなけれ

ばならないことではないでしょうか。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。できるだけ6ケ月分42,000円を 7月と１月に納入し
てくださるようにお願いします。（3ヶ月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）
　また中部の理事とキャビネットを支援する為に昨年度決定された3年間限定のリノベーション基金の
今期は2年目になります。クラブ会費を納入いただく時に合わせて納入ください。金額は一人年間3,000
円です。

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

YMCAニュース

　このニュースが届く頃には、障がいのある子どもたちを支援するチャリティーランがちょ
うど終わった頃でしょうか。今年も全国各地のYMCAでチャリティーランが実施されます。
東京で始まったこのイベントが 29 年前に名古屋で開催され、その後全国に広がっていっ
た経緯があります。秋晴れの中、盛大に実施されたと予言しておきます。既にご案内通り、
10日チャリティーゴルフ、19日 YM/YW合同祈祷週、25～ 27 日には東山荘で４年ぶり
の日本YMCA大会が開催されます。ご興味のある方はぜひご参加ください。
　120周年記念で計画した日和田高原キャンプ場のトイレ・シャワーが 10月末に改装され
ます。原稿〆切の都合上詳細はお伝え出来ませんが、次回お知らせいたしますのでお楽しみ
に。記念募金を用いて改装されますので、ご協力よろしくお願いします。

	メネット
３日　小尾　昌代�さん
４日　長井　衣世�さん


