
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

　

　○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　12 月号　(No911）

在　　籍� 19 名

第 1例会� 10 名

　　メネット� 1 名

　　ゲスト・ビジター�� 1 名

第 2例会� 8 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター� 0 名

メーキャップ� 3 名

出席率� 87%

11 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

11
月

7
〜
11
月
累
計

小　尾� 　

加　藤　�○� R

川　口� R���

河　部� R��

川　本� ◯�� R

鬼　頭� ��

木　本� ��

久保田� �

塩　田� R�

鈴　木� �

相　馬� ◯�� R

谷　川� M��

遠　山� ��

戸　田� �� R

中　村� ◯�� R

西　村� ◯�� R

平　野� R�� �

深　谷� ��� R

渡　辺� ○���R

11 月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2022年 12月 12日（月）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
※ 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。

　本年度、西日本区主題「原点を知り将来に生かす」と有ります。

ワイズメンズクラブの発展はYMCA運動を支え続けてきた活動の

中にあった事は歴史が証明しています。当クラブも設立75周年

を迎えましたが　他ワイズメンズクラブと同様に会員数減少そし

て会員の高齢化など問題を抱えています。一人ひとり入会への動

機や目的など異なります。西日本区で大きな活動を展開している

地区がありますが　独断と偏見ですが会員になることが一般社会

からのステータスと見られることにあるように見えてなりません

が　必ずして悪いことではありません。それもひとつの選択でしょ

う。まして一人ひとり入会後スキルアップされ良き働きをされれ

ば最高ですし会員として寄与期待です。

　YMCA活動を支えて発展を重ねてきたワイズメンズクラブ。歴

史はただ支えてきただけではなく多くの先輩は　YMCA会員の一

員として活動し苦難を乗り越えてきたことは明確です。YMCAが

生まれて178年、キリスト教に基き歩みを重ねてきた歴史に立ち

ワイズマンとしてYMCA支援ではなく　YMCA会員の一人とし

てYMCA活動を積極的主導出来る立場にあるよう学び行動するこ

とがワイズメンズクラブ発展に繋がると思います。一人ひとりが

ワイズメンズクラブ入会により互いに協力し支えあい活動重ねる

ごとにワイズメンズクラブ、YMCAの会員として進展大です。

　今月はキリスト生誕を祝う慶びの日を迎えます、キリストの生

誕を共に喜びワイズメンズクラブ、YMCA会員の一員として示さ

れ生かされた真の活動がワイズメンズクラブ拡大へのステップと

思います。　　　

YMCA 活動を支えて発展を重ねてきたワイズメンズクラブ
　　小　尾　雅　彦

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

12 月例会プログラム

と　き：2022年 12月 10日 (土 )5:00p.m. 〜 7:45p.m.
ところ：名古屋ガーデンパレス
　　　　　名古屋市中区錦 3-11-13　Tel：052-957-1027

• 礼拝　5:00pm〜 5:30pm
� 司　会� 西村　　清　君
� 奨　励� 加藤　明宏　君
� 奏　楽� 西村　牧子メネット
• 祝会　5:45pm〜 19:45pm　アトラクション
� 総合司会� 戸田　真二　会長
� サックス演奏� 吉野　光汰　氏
開会宣言� 会　長� 戸田　真二　君
ワイズソング
ゲスト紹介
食前感謝、
乾杯、
食事・歓談
ハッピーバースディ
閉会宣言� 会　長� 戸田　真二　君

1月号　原稿担当者
巻頭言　相馬静香さん　12月第一例会レポート　川本龍資君

第 1 例会ゲスト：池住義憲さん�　メネット：加藤朱美さん
名古屋 YMCA ﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ 11/5：
加藤、河部、川本、塩田、相馬、中村、平野、渡辺
３ＤＢＣ交流会 11/9-10：
加藤、川本、相馬、谷川、西村、平野、深谷、渡辺
名古屋 YMCA ﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌ 11/10：河部、川本、深谷、中村、渡辺
名古屋 YMCA/YWCA 合同祈祷週集会 11/19：西村、中村、川本
地域奉仕・環境事業委員会 10/5・20：（Zoom）川口
京都部ワイズデー 10/30：川口
大阪泉北クラブ 40 周年記念例会 11/19：深谷、平野
京都ブラッククラブチャーターナイト 11/19：深谷
次期役員研修会 11/26 ～ 27：谷川、深谷、平野
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(2)

2022  ChristMAs 

2022 年度　名古屋クラブ　クリスマス例会

日時：2022 年 12月 10日（土）礼拝：17:00 〜 17:30、祝会：17:45 〜 19:45�

場所：名古屋ガーデンパレスホテル　5Fチャペル（礼拝）、2Ｆ鼓の間（祝会）

　　　住所：名古屋市中区錦 3-11-13　電話：052-957-1027　

受付：16:30 〜 5Fチャペル前にて受付を開始します。17:00 の礼拝からご参加ください。

プログラム

礼拝：奨励　加藤　明宏ワイズ���（奨励題・聖書箇所は後日連絡）

　　　奏楽　西村　牧子メネット　（讃美歌 118番「くしき星よ」、106番「あらののはてに」）

　　　司会　西村　清ワイズ

祝会：総合司会　戸田　真二会長

　　　アトラクション：サックス奏者　吉野光汰氏

会費：9,000 円（ワイズ・メネット・ゲスト共に）

　　　※�子ども食をご注文のお子さんは 3,630 円

　　　※��クラブからの食事補助＠ 1，000 円は招待者並びに

� アトラクション謝礼に充当します。

出欠：12月 6日までに川本書記まで連絡をお願いします

＊＊＊サックス奏者紹介＊＊＊

吉野　光汰　氏　（南医療生活協同組合職員）

音楽一家に生まれ、幼少時よりサックス演奏を始める。

大同大学吹奏楽団に 4年間在籍で主将も経験し、後輩の指導

にも積極的にかかわる。

　聖岩（sung Ahm）クラブ便り

　先日、ハローインの際、韓国の梨泰院で１５０名余が亡くなったことで、聖岩クラブの関係者はいなかったかとお

見舞いのメールをヤンさんに送りました。聖岩クラブでは誰もこの事故の犠牲者はいなかったとの返事でした。また

大変長い間交流ができず、淋しく思っていますということでした。

　そして一つのうれしい報告が有り、「今年８月２７日の夜、特別な集会があり、新入会員の入会式の集まりでして、

韓国民族芸術家、またメタバース・コンピューターの専門家、引退された牧師等、２０名の新入会員でした。ソウル

地区の理事、各クラブの会長等も出席されての入会式でした。」

　こういった返事のメールをいただきました。２０名全てが新入会員とはにわかに信じ難いことでクラブ会員が２０

名かもしれませんがまだ確認はできていません。ＩＢＣの聖岩クラブの近況報告です。� （西村　清）
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■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き :2022 年 11月 8日（火）　19:00 〜 20:30

ところ : 名古屋 YMCAおよびオンライン

　11月例会は、卓話講師として池住義憲さんをお迎えしま

した。元東京YMCA主事で、その後アジア保健研修所（AHI）、

国際民衆保健協議会でも活躍されました、YMCA在職中は、

東京むかでワイズの担当主事でもありました。

　テーマは、「平和をつなぐー憲法がアブナイ今　だからこ

そー」　ロシアによるウクライナ侵攻が報道により身近に感

じられる今、改めて平和の意味を問い直す機会が与えられま

した。卓話は池住さんにとって人生を決定づけた出来事の、

白黒写真解説から始

まりました。

　1975 年 4 月 30

日のサイゴンでのこ

とでした。海外脱出

せずに、ベトナム人

と共に残るという選

択・決断は、モノク

ロ写真からその迫力

が十分伝わりまし

た。

　憲法 9 条につい

て、政府の解釈がど

う変わってきたかの

解説は、目からウロコでした。

①�日本国民はもう戦争しない。したがって軍隊は持たない。

（1947 年 5 月 3 日日本国憲法施行の日～ 1954 年 6 月
30 日）

②�戦争はしないが、他国が日本を攻撃した場合、国民の命を

守るのは当然のこと。自衛のために必要最小限の組織は

持ちうる。（1954 年 7 月 1 日自衛隊創設～ 2016 年 3 月
28 日）

③�他の国が攻撃された場合でも、それが日本にとって一大事

だと政府が考えれば戦いうる。（2016 年 3 月 29 日安保
法制施行の日～現在）

　このような憲法解釈の中で、今私たちが生きている現実に

恐怖を覚えました。

　50年前のベトナムでの体験から、「私はどこに向かって、

誰と一緒に歩むか ?」の問いを持ち続けているとの表明は、

私たちワイズメンとして、1人の人間としての生き方に大き

な示唆を与えられました。またそのような学びの機会が、私

たちの先輩であり、仲間でもある池住さんから、与えられる

恵みに感謝したいと思います。でき得れば、今後多くのワイ

ズメンとその学びが共有できればとも思いました。

　現在中日新聞に連載されている「ひまわりと羊」に、「自

衛隊イラク派兵差止訴訟」の原告代表として、池住さんが登

場する予定（12月）です。機会があればぜひご覧ください。

� （加藤　明宏）

■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：2022 年 11月 14日（月）19:00 〜 20:15

ところ：Zoomリモート

1.2022-2023 年度 12 月～ 3 月　例会プログラム
月日 会場 プログラム

20
22 12

10 土 H ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ名古屋 ①クリスマス例会

12 月 Zoom ②役員会

20
23

1
10 火 YMCA＆ Zoom ①阿

あ べ ゆ き ひ さ

部之悠氏

16 月 Zoom ②役員会

2
14 火 YMCA＆ Zoom ①ピンクシャツデー

　アクション

20 月 Zoom ②役員会

3
14 火 YMCA＆ ZooM ①防災関連

20 月 ZooM ②役員会

　�1 月卓話講師：阿部�之悠氏のプロフィールを次号ブリテ

ンに掲載

　�２月：ピンクシャツデーアクションをＹＭＣＡと協働し計

画する（担当：川本ワイズ）

　�３月：防災関連を計画：港防災ボラネットの高崎氏を候補

とする。（担当：戸田ワイズ）　

2.  クリスマス例会案内（川本ワイズ）

　�別項目記事の「２０２２年度クリスマス例会について」を

参照。　

3.  3DBC 交流会報告　

　参加者 8名（�加藤、川本、相馬、谷川、西村、平野、深谷、

渡辺）

　�　収支報告は配信済み：残金約 2,000 円はクラブファン

ドに組入れる。
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 メネット
１日　鈴木　郁子さん

　�　内容はブリテン掲載レポートを参照ください（担当：平

野ワイズ）

　�　紀の川・熱海から頂戴したお土産の第 1例会での配布

が出来なかった。賞味期限の関係で「愛実の会」に贈呈す

ることを決定した。

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に

　�　名古屋クラブよりクラブファンドから 100 万円を寄付

することに決定した。

　　12月クリスマス例会にて目録贈呈。

5. 愛実の会クリスマス会�12 月 17日（土）10:45 〜 12:00　

　�　今年もコロナの制限により入館不可。また先方の意向に

より食事の提供も中止。クリスマスケーキの提供のみとす

る。

　�　プログラムに関しては、戸田ワイズ主導で計画。現時

点での案として完全 Zoomによる交流会を検討。自宅か

ら参加することで多くメンバーの出席を期待する。愛実

の会にとって名古屋クラブは、長年に渡る唯一の支援団体

ですが、クラブメンバーや愛実の職員は入れ替わってその

歴史を知らない人が多くいるので　７５周年でまとめた愛

実の会との歴史を共有できるプログラムにしたい。そして

Zoomでつなぐクリスマス音楽会にすることを考える。

6． ＹＭＣＡより

　・�第29回名古屋YMCAインターナショナルチャリティー

ラン 2022　11月 5日開催。

　　　参加者：�加藤、河部、川本、塩田、相馬、中村、平野、

渡辺（８名）

　・�クリスマスキャロル運営ご支援のお願い（YMCA坂本

さんより）

　日程　12月 17日（土）場所　名古屋駅タワーズガーデン

　時間　�15：00 〜 18：00　会場設営・撤収、警備、通行

人整理等のご協力要請中。

　奉仕者集合時間は 14：45に現地名古屋駅へ。

　キャロリング本番は 17：00〜 17：30。

7． 名星舎補修について ( グランパス荒川さんより )

　�　名星舎を日和田キャンプ場改修工事に来ている大工さん

に診てもらいました。

　�　特に傷んだ箇所はないが天井頂部のメッシュ部は塞いだ

方が良いかも（虫侵入防止）。雨騒音の件は屋根裏の桟の

間に断熱材を入れることで軽減できる。ただし材料費の高

騰（2.5 倍以上）で現段階の見積もりは行わない。外壁は

防腐剤を（皆さんで）塗布されると良いとのことです。良

い材料を紹介されました。（一斗缶３万円程度）屋根は塗

装の耐用年数を超えているので塗装した方が良い。錆が見

受けられる。近いうちに面積を出して見積もり依頼。但し

工事はこの地域では来年９月頃が最適。

　�　来期名古屋クラブでワークキャンプを開催してはどうか

→　継続審議とする。

8．次年度クラブ会長の選出について

　�　協議の結果、現会長 : 戸田真二ワイズの続投が、自他共

に前向きの意見続出で満場一致で決定した。12月クラブ

例会にてメンバーの承認を経て正式決定とする。

9.  西日本区「区費」値上げに関する「理事提言」について

　・�第３回中部評議会が 11月 20日（日）19時より Zoom

開催される。議題は西日本区「区費」値上げについて。

その為の西日本区理事よりの提言が発表され、その説明

も兼ねての協議となる。クラブとして 12 月 15 日まで

に意見集約を行うことが求められていて　その為にクラ

ブメンバ―宛に「理事提言」配信する。

10. その他

　・�周年記念事業として「クラブとして JWF献金」につい

て　→　継続審議とする。

　・�12月ブリテン原稿：第一例会レポート、YMCA便り等（毎

月 20日締め切り　渡辺メンまで）1月巻頭言（相馬メン）

12月第一クリスマス例会レポート（担当：川本メン）

　・�名古屋クラブ Facebook グループが開設された。そ

のメンバーに加わり、活動の投稿を歓迎する。クラブ

HP・Facebook・クラブ資料庫（クラウド）などの IT

活用についてについて、IT に詳しい　戸田・鈴木・平野・

渡辺ワイズを中心に運用方法・運用促進を進める。

　・�ワイズメンズクラブ東西交流会パンフレットの協賛広告

について　→　クラブメンバーに案内を配信する。
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■■■� �３DBC 交流会　2 年ぶりの開催！ ■■■

　昨年は渡辺真悟中部部長輩出の兼ね合いで1年延期になっ

た 3DBC 交流会が名古屋クラブのホストで 11/9 〜 10 の

日程で開催されました。前回 2020 年 5 月に和歌山紀の川

クラブさんのホストでオンラインリモートでの開催。前々回

2019 年 4月の熱海グローリークラブさんホストによるリア

ル開催からは 3年ぶりです。今回は名古屋 YMCA120 周年

記念チャリティーゴルフとのコラボ企画として、2日目はゴ

ルフ組と観光組に分かれる交流会で 32名の参加者となりま

した。最近一堂に会しての飲食をともにする事が難しいご時

世ですが　参加者皆さんのご協力の下念願のリアル開催がで

きました事　感謝申し上げます。夕食後の二次会は即席カラ

オケ大会と化し谷川ワイズの舞踊も加わり大盛り上がりの中

お開きとなりましたが、部屋に残った谷川・深谷・平野の 3

名で普段できない話が 2時近くまで続きました。

ゴルフ組はスタートが早いため 6時にはホテルを発ち、観

光組は朝風呂・

朝食とゆっく

りした日程で

10 時過ぎにホ

テルを発ち最

初の観光地パ

ラミタ美術館

に向かいました。

イオングループの

オーナーが作った

美術館との事で、

池田満寿夫の常設

展やからくり人形

など 90 分の鑑賞

で芸術の秋を満喫し、隣にある「茶茶」でとろろ飯を頂き、

昼食後に熱海グローリークラブさんとはここでお別れ。店の

前の大羽根駅から近鉄四日市経由で帰路に就かれました。二

両編成の近鉄湯の山線は情緒があり、電車に乗りたいと後ろ

髪を引かれる思いの中、次の御在所ロープウェイに向かいま

した。紅葉の季節と観光支援キャンペーンも相まって、平日

でありながらもロープウェイ乗り場に観光客が多く賑わいを

見せ、本当にコロナ禍？と疑うほどでした。今回の交流会は

ここで終了。最初からゆっくりとした日程を組みましたが、

もう少し皆さんで遊べる時間が欲しかったと反省しておりま

す。今回の 3DBC交流会を楽しみにしていた戸田会長が急

遽欠席となり残念でしたが、次回の 3DBC交流会へは、戸

田会長と共に多くの名古屋クラブメンバーと共に参加したい

と楽しみにしております。� 　

� （平野　実郎）

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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　　　�「イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。「ユダヤ人の王としてお
生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を見たので、拝みに
来たのです。」。

� （マタイによる福音書 2章 1〜 2節）　　

� 西　村　　清

　イエス・キリストの誕生物語を教会では聖誕劇として演

じられますが、必ず博士たちが出てきます。彼らは東から

来た博士たちと呼ばれ、エルサレムのずっと東のペルシャ

の国からやって来たのです。

　ただならぬ方の誕生を求めて訪れたのは、まず首都のエ

ルサレム、しかもヘロデ王のいる宮殿でした。国中のあら

ゆる情報が集められ、最高の知恵が集い、最高の権力を持

つところ、宗教の中心でもありました。つまり、そこには

きっと何かよいものがあるであろう、何かを発見できるで

あろうと思えるところに、博士たちは向かって行ったので

す。しかしそこでは何も発見することが出来なかったので

す。

　そうではなく、小さな村に救い主を見出したのです。お

そらくそんなところに、何か良いものがあるのかと思える

ところで、博士たちは救い主イエスを発見したのです。彼

らが体験したことは、何も発見するものがないと思われる

ところ、価値がないと思われるところ、むしろ望みを感じ

られないようなところで、最も大切なものを発見するとい

うことでした。

　さて、わたしたちの中にも、実はそのような場所がある

のではないでしょうか。私たちの中の否定的なところ、人

から評価されないところ、自分自身でも価値を見出せない

ところ、自分としては隠しておきたいところ、なかったら

いいのにと思えるところがあるのではないでしょうか。

　またその逆で、きらびやかで、高価で、美しいものに目

がひかれます。それがとても魅力的に思えます。そこに何

かとてもよいもの、大切なものがあるようにも感じます。

それを持つことで、わたしたちは幸せになれるのではない

かと思います。それはくだらないものであるというわけで

はありません。そういうものも必要でしょう。しかし、そ

の美しさは私たちにとって本当に大切なものを見えなくし

てしまうことがあります。本当に大切なものは、むしろ自

分にとっては、魅力的でないもの、自分にとってしんどい

な、嫌だなと思えるところにあるのではないでしょうか。

クリスマスの出来事はそんなことを私たちに教えているの

ではないでしょうか。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。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

　主の降誕を待ちわびる日々となりました。平和の使者クリスマスカードコンテストの審査が終わり、19から 25 日、
名古屋ドーム近くの名古屋市民ギャラリー矢田にて掲示されます。お近くの方はぜひご覧ください。
　今年のクリスマスキャロルは指向を変えて、より多くの方に参加いただけるよう歌唱指導を 2回にし、子どもたちも
参加できるように工夫されています。12月 17日（土）17時から名古屋駅 JRセントラルタワーズガーデンで行います
ので、例年通りのサポートをお願いします。
　最後になりましたが、120 周年名古屋 YMCAチャリティーゴルフに目標を超える 123 名のお申し込みをいただくこ
とができました。みなさまのご協力に感謝いたします。� （中村　隆）


