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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　2 月号　(No913）

在　　籍� 18 名

第 1例会� 11 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター�� 2 名

第 2例会� 10 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター� 0 名

メーキャップ� 2 名

出席率� 92.9%
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平　野� ◯�� R�

深　谷� R���

渡　辺� ◯���R

1 月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2023年 2月 20日（月）7:00p.m.〜 8:30p.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。

　15歳の重度脳性麻痺の少年がその短い生涯の中でたった一遍、

命を絞るようにして書き残した詩である。�

ごめんなさいねお母さん御免なさいね�

お母さん僕が生まれて御免なさい、�

僕を背負う母さんの細いうなじに僕は言う、�

僕さえ生まれなかったなら、母さんの白髪� も無かったろうね�

大きくなった僕を背負って歩く悲しさも�

(かたわな子だね〜 )と振り返る冷たい視線に泣くことも�

僕さえ生まれなかったら -–�有難うお母さん�

母さんがいる限り僕は生きていくのです�

　人は皆天真を宿して生まれてくる、その命を大切にする使命を

背負うのがワイズの心意気。又人は皆無数の縁の中に生きていま

す、その縁に育まれ、人はその人生を開花させていく。大事なのは、

与えられた縁をどう活かすかである。75歳後期高齢者の仲間入り、

天国の扉� �はいつでも開いている。いつも世の中の光であるよ

う、どんな壁でも立ち向かう自分であるようにしたいものです。�

忘れられない詩「無数の縁」

　　河　部　　薫�

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

2 月例会プログラム

と　き：2023 年 2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� 戸田　真二　君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 中村　隆����君

プログラム：

　　ＹＭＣＡピンクシャツデー2023の取組について

　　名古屋ＹＭＣＡピンクシャツデー実行委員会

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。

3 月号　原稿担当者
巻頭言　渡辺　真悟君　2月第一例会レポート　川本　龍資君

第 1 例会　ゲ ス ト：阿部之悠先生
　　　　　メネット：相馬朋子さん
ミカン狩り　12/25　参加：戸田・渡辺・平野（＋コメット 2）

ブリテン委員よりのお願い
　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
員で把握出来ておりません。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。よろ
しくお願いします。

第1 第1 第1第2 第2 第2



(2)

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

　私でも、オペラ歌手になれるのかも！？

　2023 年初の第一例会

は、阿部之悠氏（以下、

先生と記す）を卓話講師

に招いての楽しい例会で

した。阿部先生は、相馬

ワイズ母子が通う合唱団

のご指導をされており、

そのご縁、紹介でお越し

いただきました。始めに、

声が出やすくなる体操、

発声練習です。声が出や

すくなるためには、インナーマッスルを強めることが大事と、

腹式呼吸、胸式呼吸の違いを体験練習しました。そして、実

際の歌においては、息、支え、響きの３つの要素を取り入れ

ることが大事と、これも先生のリードで実際にやってみます。

ウーン、私たちの発声に対して、先生から「良いですね」を

連発されることで、何となく自信も湧いてきます。ここまで

の事前の発声練習を経て、さあ、いよいよ歌を唄うことにな

ります。曲目は、あの有名なカンツォーネの代表作である「サ

ンタ・ルチア」です。

　まずは、この曲の由来の紹介です。サンタ・ルチアは、世

界一美しいとされるイタリアナポリ湾の港町の名前ですが、

「そもそも、この名前の由来は、別名シラクサのルチアと呼

ばれる４世紀頃のキリスト教の殉教者聖ルチアで、この聖ル

チアは迫害を受け、拷問として両目をくり抜かれたけど、奇

跡が起きて、目がなくても見ることができた。このような伝

説からイタリアの人々にとって、聖ルチアは神のように崇め

られている、そして、ルチアという言葉は、ラテン語で光を

意味するのです。」との説明を頂きました。そらでもサビの

部分は歌えるほど馴染みのある曲なのに、その由来を知った

ことで、余計にこの曲への愛着が湧きます。

　そしてそう、用意くださったイタリア語の歌詞カード（ロー

マ字のルビがふってある）をもとに、先生の先導で声高らか

に唄ったのです。その場に参加できたメンバーは１０名も満

たない人数ですが、部屋いっぱいに歌声が響き渡ります。そ

れにしても、名古屋ワイズメンバーは、歌がうまい、そのう

え、声の出し方もレベルが高い。私は密かに「私でもオペラ

歌手になれるかも」なんて思ってしまいました。　

　この晩は、参加されたメンバーは帰宅途上の自動車のなか

で、あるいはお風呂に入りながらサンタ・ルチアを唄ったこ

とでしょう。本当に楽しい良い例会でした。� （谷川　修）

■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き：2023 年 1月 16日（月）19:00 〜 20:30
ところ：Zoomリモート
1.2022-2023 年度下半期　例会プログラム

月日 会場 プログラム

20
23

2
14 火 YMCA＆ Zoom

① YMCAピンクシャ
ツデー 2023 の取組
について

20 月 Zoom ②役員会

3
14 火 YMCA＆ ZOOM ①高崎賢一氏

　（防災について）
20 月 ZOOM ②役員会

4
11 火 YMCA＆ ZOOM
17 月 ZOOM

4月・5月第一例会卓話講師候補
　◦�緩和ケア医　大橋洋平氏（担当：加藤ワイズ、依頼を正

式に開始する）
　◦�南医療生活協同組合　地域ささえあいセンター　吉野光

汰氏（クリスマス例会ゲスト）　
　※3月例会は、山内中部部長の公式訪問がある予定。
2. ピンクシャツデーについて
　2 月例会（2/14）の翌日より「ピンクシャツウイーク
2023」となる。名古屋ＹＭＣＡの実行委員を招き、今年度
の取組についてクラブメンバーの参加を促進する。ＹＭＣＡ
同盟主催のオンライン講演会（案内配信済み）への参加もお
願いする。尚２月例会当日には、何かピンクの物を身に着け
ての参加をお願いします。
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　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

3. 東西日本区交流会　2023 年 2/4（土）～ 2/5（日）
参加登録者　加藤・川口・河部・川本・相馬
　　　　　　谷川・戸田・西村・平野・深谷（計 10名）
パンフレット掲載広告協賛：
1枠 5000 円出す
内容は左記の通り
4. 名古屋南山クラブ解散記念例会について
　名古屋南山クラブ 2023 年 6 月解散にあたり、解散記念
例会への参加要請が有った。
　2023 年2月18日（土）11:30 〜14:00　場所：ラ・スース　
　但しその後開催場所の収容能力の問題などが有り　現在調
整中。
5. 台湾 β クラブ・韓国インチョンクラブとのトライアング

ルＩＢＣについて
　名古屋南山クラブが締結しているトライアングルＩＢＣを
名古屋クラブが引き継ぐ件について平野ワイズより説明が
あった。先方の意向は早期に結論を出して欲しいということ
だが、クラブメンバーの理解と同意が必要なため、2月例会
にて再度取り上げる事とした。
6. 西日本区　区費値上げについて
　区からの依頼に基づき西日本区の健全財政にむけた理事提
言に関する意見をクラブ内で徴収したので、取りまとめた要
望書を区に提出する。（戸田→西日本区書記）
内容は（別表：要約版）に表記。
7. 地域奉仕・環境事業報告
◦�愛実の会クリスマス交流会　参加者 8名�加藤・川本・戸田・
西村・平野・深谷・渡辺・（島）
◦�ミカン狩り　12/25　参加：戸田・渡辺・平野（＋コメッ
ト 2）
　収穫したミカンは鳴海聖園天使園と愛実の会へ
8. 今後の予定
◦西日本区次期会長・主査研修会　3/11（土）〜 12（日）
ハイブリッド形式で行なわれる。
　出席者：次期クラブ会長：戸田・次期ＥＭＣ主査：渡辺
◦�ワイズ 100周年祝会 in 台湾 3/9（木）〜 3/13（月）出席者：
深谷
◦第 2回ＹＹＹデイキャンプ交流会　
　�名古屋ＹＭＣＡの会員活動プログラムと位置づけ開催の方
向で検討する。4/22・4/23・4/29 を開催日候補とする。
内容や参加対象など今後実行委員会を組織する必要があ
る。昨年同様、ワイズ主体で企画し、ＹＭＣＡサービス・

ＥＭＣ事業の一環とする。
◦日和田キャンプ場「名星舎」改修ワークキャンプを 9月
頃予定したい。→ＹＭＣＡ了承する。
9．ＹＭＣＡより
◦ 2月はピンクシャツデーへの取組が始まるのでご協力を。
◦�コロナ第８波感染対策で、卒園式の持ち方など考慮が必要
な状況。

10.  その他
◦�名古屋クラブが国際より 2021-2022 期“Alf�Reynolds”
賞受賞　後日パッチが送られてきます。基準はメンバー１
人当たりのBF献金額で、我々はレベル２：最低限 10ス
イスフラン
◦ �2022-2023 上半期 7月〜 12月活動まとめを中部へ報告
した（戸田）
◦�周年記念事業として「クラブとしての JWF献金」につい
て　２月例会にて説明（川本）
◦�ブリテンの巻頭言、第一例会レポート担当等（毎月 20日
締め切り　渡辺メンまで）
　�3 月巻頭言（渡辺メン）2月第一例会レポート（川本メン）
◦�「１月第１例会時に配布された『ＢＦ　使用済み切手につ
いて』の今後について
　�ＪＯＣＳ（日本キリスト教海外医療協力会）が５０年以上
前から同様のことを実施している。今後の一つの方法とし
て加藤ワイズより例会にて話題提供する。

（別表）

祝
第３回東西日本区交流会開催
YMCAと共に 75年

西日本区の健全財政にむけた理事提言に関する
意見要望書（要約版）

要旨：西日本区の仕組み等の見直しや経費削減への指針がな
いと、安易に値上げは容認できない。
反対意見：会員減少は毎年続いておりプラスに転じる見通し
が無い中で値上げしても　今後更に値上げが必要になる。会
員数に見合った組織運営と支出に抑えるべき。区費値上げは
クラブ会費値上げ　ひいては会員減少に繋がり悪循環。
賛成意見：経費削減をした上でそれでも会員減少で必要なら
ば仕方がない。
月当たりにすればそれ程大きくない。
改善策：値上げは時限立法としてその間に改革案を検討・実
行して、期限が来たら元に戻す。
区の大幅なメンバー増加は見込むことが出来ないという前提
で　現在の区の仕組みを変える。具体的には役員会の多くを
オンラインにする、研修会は新任のみ、区大会は 2年に一
度　など。
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　　　　　　�「　……、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は
練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことはありません。わた
したちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。」

� （ローマの信徒への手紙 5:3 〜 5）　　

� 西　村　　清

　多くのクリスチャンが知っている名前ですが、堀田綾子

（結婚して三浦綾子）さんを紹介したいと思います。1964

年、朝日新聞一千万円懸賞小説『氷点』が一位入選してか

ら作家となり、100冊近い著作を残しました。

　彼女は小さい時から脊椎カリエスで、ギブスベッドに臥

す日を送りますが、３７才で癒されて、彼女を励まし続け

た三浦光世さんと結婚し、その夜二人は、一体となって神

と人とに仕える家庭を築きえますようにと祈ります。５年

後綾子は『氷点』によって作家となり、７７才で召される

まで、神の愛を伝え、苦難にある人を励まし続けました。

　夫光世は腱鞘炎でペンが持てなくなった妻綾子のために

公務員を辞めて口述筆記を担当します。三浦綾子のほとん

どの著作は夫婦の二人三脚で生み出されました。彼女はそ

の後もいろいろな病気と闘い、『海嶺』連載終盤にもヘル

ペスを発病し、またその２年後、直腸癌を病む中でも著作

を執筆し続けます。最後は、パーキンソン病の進む中で、

『母』や最期の大作『銃口』を仕上げ、三浦文学の集大成

として、人間の真実な言葉と神の言葉が響き合うところに

人間の回復があり、神の国と平和の始まりがあると指し示

しました。

　三浦綾子召天後、三浦綾子読書会が 2001 年に始まり

ます。三浦綾子の本を読み、語り合う会です。それぞれの

声で読み、心の耳で聴き、それぞれの言葉で語り合う時間

を通して、作品理解が深まり、豊かな恵みが広がります。

2022 年現在、国内外に約 200か所の読書会があり、朗読、

演劇、文学散歩ツアー、各種講座や研究会なども開催され

ています。そして三浦綾子が遺した最も重要なもの、それ

は、三浦綾子の著作を通して神を求め、信仰を求めた人々

です。三浦綾子読書会を通して洗礼に導かれた人も 100

人を下らないと言われています。

　三浦綾子は聖書の言葉通り、苦難に耐え、希望に生きた

一人の人として、私たちに生きる力を与え続けています。

YMCA ニュース

　冬はスキーキャンプの季節。年末の白馬五竜＆いいもり
ゲレンデ、年始の車山高原、日帰りの木曽福島スキーが無
事終了し、２月は白樺高原国際スキー場、３月は志賀高原
横手山ゲレンデと様々なスキー場でキャンプを行っていま
す。
　スキーの魅力は雪山の大自然に触れる事でもあります
が、ウインタースポーツとして「できなかったことができ
るようになる」喜びがあります。コロナ禍でこの２年間募
集に苦戦しましたが、今期は多くの子どもたちの成長に関
われたことに感謝です。
　キャンプの実施にはユースボランティアが不可欠。リー
ダーたちも研修会を通して、かなりスキーが上達しました。
自分たちの学びや経験を子どもたちに伝え、共に成長する
ことがＹＭＣＡキャンプの最大の魅力です。
� （中村　隆）

「お年玉切手シート」提供のお願い

　CS事業として今年もお年玉付き年賀はがき３等の「お
年玉切手シート」を集めます。
当選番号は（下２けた）　

７３　４２　１１　です。

　提供頂ける方は、２月末までに谷川さんに枚数を連絡し
てください。

メン
� 3 日� 鬼頭　栄子�さん
� 4 日� 川口　　恵�さん
���７日　川本　龍資�くん
18日　相馬　静香�さん
22日　戸田　真二�くん

メネット
26 日　戸田　寛恵�さん


