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○第 1　　第 2　　◎第 1・第 2　M メーキャップ

　　主　　題（2011 ／ 2012）

国 際 会 長　　「とにかくやろうー成せば成る」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「とにかくやろうー成せば成る」　

西 日 本 区 理 事　　「ワイズの原点 、愛と奉仕で社会に貢献」

中 部 部 長　　「先ず一歩 —楽しもう、学ぼう、働こう、そしてつなげよう—」

名古屋クラブ会長　　「もういっちょう皆でがんばって　楽しく充実した例会を」

2011 〜 2012　10　月　号　　(No776)

在 籍� 27 名
第 1 例 会� 17 名
　　メネット� 6 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� 　1名
出 席 率� 76.9%
メ ネ ッ ト 会� 9 名
ゲスト・ビジター� 2 名

9 月クラブ出席 B　　　F

切手� 225pt

現金� 2000pt

小計� 2225pt

切手�� 240pt

現金� 7000pt

累計� 5240pt

9
　
月

累
計(

７
〜
9
月)

青　木� 　

飯　田� ◯

伊左治� ○

岩　田� ○

尾　関� ○�

小　尾� ◦

加藤明� ◎

加藤晃� 　�

川　口� M

川　本� 　

木　本� ○

久保田� ◎

五　島� ○

小　谷� ○�

塩　田� ○

鈴　木� 功

千　賀� ○

相　馬� ◦

谷　川� ◎

寺　田� 　

中　野� ◎

成　瀬� ○

西　村� ◎

平　野� ○

深　谷�

水　谷� 　

渡　辺� ◎

9　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（9/14）
　　メネット　飯田　伊左治　尾関　加藤（朱）　五島　西村

阪和部部会（9/3　大阪）
　　　　　　　成瀬　川口
次期主任研修会（9/3　大阪）
　　　　　　　成瀬　平野　渡辺　谷川　川口
中西部部会（9/17　大阪）
　　　　　　　成瀬
西中国部部会（10/1　広島）
　　　　　　　成瀬　谷川
九州部部会（10/2　鹿児島）
　　　　　　　成瀬　谷川

第　2　例　会

10 月例会プログラム

と　き:2011 年 10月 18日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：11月例会について、他

　7月の下旬東山荘に行く機会がありました。この時期には教会

の修養会などで多くのグループがきていますが、そのなかに福島

と郡山からきている 103名の親子のグループがありました。

　3月の大震災で被災し、放射能の影響で子どもたちは戸外で遊

ぶことが出来ない状況にある人たちでした。どのような関係で東

山荘に来たのか聞いてみました。ある組織が抽選で 100 名の親

子を東山荘に一週間招待することを計画し、それに選ばれた人た

ちでした。何組かの母と子のグループですが、ネイチャーセンタ

ーのスタッフの案内で富士山の裾野に行ったりキャンプファイア

を楽しんだり、とても喜んでいました。食事の時間の本館の食堂

は子どもたちの賑やかな声で会話が出来ません。トレーに自分の

食べるものを載せたら、涼しい風が吹くロビーに持って出て食事

をする状況でした。

　100 名が一週間滞在する経費はかなりの額だと思いますが、

お母さんたちはどこがスポンサーになって招かれているか知らさ

れていないといいます。気持ちに負担を掛けさせないようにとの

配慮だと思うのです。お母さんたちはとても嬉しいと喜んでいま

す。子どもたちは今は分からなくても、成長していつの日にか深

い感動と共に思い出すでしょう。素晴らしいことです。

福 島 と 郡 山 か ら

小　谷　治　郎

会　　長　渡辺真悟
副 会 長　五島八郎　

書 　 記　平野実郎　　千賀　将
会　　計　川口　恵　　塩田　保

ブリテン　久保田　平野　伊左治　深谷

と　き：2011年10月12日㈬　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

� � 司　会� 飯田　和也君

開会宣言　� � 会　長� 渡辺　真悟君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 木本精之助君

食事

プログラム�

　　　「江戸の料理と河文の歴史」　

� � 林　左希也氏

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ� � 加藤　明宏君

讃美歌　　453

閉会宣言� � � 会　長　渡辺　真悟君



(2)

と　き　2011 年 9月 17日（水）18：30〜 20：30

ところ；　名古屋ＹＭＣＡ

�

　今月の例会は、渡辺会長のレクチャー、“セラミックスに

ついて”と題して、興味深いお話をして頂いた。会長の勤務

先である日本ガイシは当地の名門、森村グループ（ノリタケ、

ＮＧＫ等）に属し、この業界を代表するトップ企業である。

　広い意味でのセラミックスとは、一言で言えば焼き物のこ

とで土器、炻器、陶器、磁器と４種があり、材料や焼入れ温

度によって区別される。　狭くは、ファインセラミックスと

呼ばれて、日進月歩の最先端技術の製品化に無くてはならな

い極小高性能の電子部品など、急成長が続いている。今や

誰もが持っている携帯電話やインクジェットプリンターなど

も多くのミクロのセラミックス部品を使って可能となったし、

自動車に欠かせない排ガスフィルターも本体はセラミックス

である。

　縄文等の土器に始まり、ミクロの最先端技術まで人類の進

歩の歴史を焼き物―セラミックスが丸写しにしていると言え

る。日本ガイシは元々絶縁用の碍子の製造からスタートして

今や世界をリードするセラミックスメーカーとなった。

　瀬戸の陶磁器博物館には日本ガイシ製の世界最大の送電用

の碍子が展示されているとのこと、一見したいものである。

と　き　2011 年 9月 22日（水）19:00 〜

ところ　名古屋YMCA

1．2011-12 年プログラム

　10月 12日 ( 水 )　卓話　河文　林社長�

　　　テーマ (仮題）「江戸時代の料理と河文」

　11月 9日 ( 水 )　卓話　�服部宏氏

　12月 10日 ( 土 )　クリスマス例会

　　　場所：アイリス愛知（中区丸の内）

　　　着席ビュッフェ形式、70名、会費￥7,000　

　以下　年明け以降のプログラムについて次号掲載。

２．EMC活動について

　　11月、12月、1月 or�3 月をＥＭＣ例会にしたい

　　�まず 10 月例会で　クラブリーフレットと 11月例会案

内（渡辺作成）を一人１０枚配布し　ゲスト勧誘をメン

バー全員に依頼するゲスト名簿の整備と　ブリテンと

いっしょにダイレクトメール発送することを検討

3．中部・他クラブ行事等

　　10月 10日　秋の根ノ上まつり

　　10月 20日　�四日市クラブ　特別例会「チャリティー

講演＆演奏会」

　　10月 29日　�震災避難者支援バーベキュー大会　ＩＮ

愛知牧場

　　11月 5日　　チャリティーラン

　　　　　　　　�例年支援している加藤さんの子供達の意向

確認。不参加ならＹＭＣＡに斡旋依頼（加

藤メン）�

　　　　　　　　�名古屋クラブからは　深谷メン • 千賀メン

が実行委員

　　11月 12日　ＥＭＣシンポジウム

６．その他� � � � � �

　(1)　�盛岡ＹＭＣＡボランティアセンター主催　たこ焼き

• 焼きそば食べよう会へ送金完了。９月９日例会の

ニコBOX(¥19550)+ 予備費 (¥10450)= ３万円

　(2)　�来年度 (2012-2013) の理事輩出クラブとしての体

制をどうするか　要検討。メンバーを勧誘 • 増強し

ないと人材面で不安。

ポテトの受取り　10月 15日 14時～ 18時

　　�　　　　　　�
南山ＹＭＣＡ

400 箱の荷下ろしがあるので 14時になるべく来て下さ

い、また 18時までに取りに来て欲しいとのことです。

林　左希也氏
第1例会
スピーカー紹介

株式会社　河文　代表取締役社長

河内屋文左衛門　12代目

名古屋ロータリークラブ新世代奉仕副委員長

中学生からロータリーキャンプ（根の上キャ

ンプ場）に参加。高校時代は名古屋インター

アクトクラブに所属。学生時代はYMCAキャ

ンプリーダーとして活躍された。

会計より　会費納入のお願いです

　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

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。

■■■��第1例会レポート� ■■■

■■■��第2例会レポート� ■■■



(3)

『ワイズメンの賢い話』(No186）

『放蕩息子』

　「放蕩息子のたとえって知っている？　聖書では有名

なたとえなのだよ。ある父親が２人の息子に財産を分け

てやったら、弟の方は、その財産を全部お金に換えて、

遠い所へ行って、散々飲み食いして、遊びまわっていた

のだよ。そして、貰った財産を全部使ってしまったのだ

よ」。「そういうことをするのが放蕩ということかな」。「そ

うだね。彼がお金を全部使い尽した頃に、丁度飢饉が起

きて、普通の食事も出来なくなってしまったのだよ。そ

して、父親の所に戻って来たのだよ。父親に厳しく叱ら

れると思っていたら、父親は喜んで迎えてくれたのだよ。

彼は“お父さんに対して罪を犯しました”と言ったのだ

よ。父親は豪華な食事を御馳走して“この息子は、死ん

でいたのに生き返った”と言ってくれたのだよ」。「そう

か。だけど、このたとえは何を意味しているのかな」。「父

親が神さまを意味しているのだと思う。そして、息子は

人間を代表しているのだよ。人間は誰でも罪を犯してし

まうのだけど“罪を犯しました”と言って悔い改めるな

らば、神さまは喜んで赦してくださるのだよ」。「そうか、

神さまは私たちが罪を犯したとしても、悔い改めるなら

ば、喜んで新しい命を与えて、新しい出発ができるよう

にしてくださるということだね」。「そうだと思うよ」。（ル

カのよる福音書１５章１１－２４節）（寺田仁計）

　「あなたがたも聞いているとおり、『目には目を、歯には歯を』と命
じられている。しかし、わたしは言っておく、悪人に手向かってはな
らない。だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬も向けなさい。」

マタイによる福音書５：３８〜３９

西　村　　清

　「山上の垂訓（説教）」として有名な聖書の箇所で、クリス

チャンでない方もよく知っておられる言葉かと思います。こ

の「山上の垂訓」は５〜７章まで記されていますが、「そん

なことは出来っこないでしょう！」と思える話が記されてい

ます。

　当時、聖書の書かれた背景には、ユダヤ人同士は愛するが、

異邦人を愛してはならない、と言われていたようです。だか

ら「あなたがたも聞いているとおり」と書かれているのです。

しかしイエス・キリスとは「敵をも愛しなさい」と４４節で

言われています。

　「目には目を、歯には歯を」という言葉を聞くとひどく野

蛮なことを言っているように思いますが、これはいわば「仇

討ち」に当たり、昔、江戸時代には、武士階級では許されて

いたのです。今でもある国では、人の腕を切り落としたなら、

その加害者の腕も切り落とさねばならない、と裁判で決めら

れるのです。しかしこれはこの世の秩序が保たれ、仇討ちが

無制限にエスカレートしないために一つの知恵だと考えられ

ています。歯を一本折られればその復讐の時は歯一本にとど

まらず、何本も折り、時に命までとってしまいかねないので

す。そういう人間の自然の復讐の思い、怨念を抑えるには、

むしろ理性的なものであったとさえ言えるのです。

　たしかに、損をさせられるということは、人間としての権

利を損なわれることですから、その補償を求めるということ

は当然なことと考えられています。そこでは人間の基本的権

利を守るために自己主張がなされるのです。

　ただ、例えば福祉の仕事にしても、あるいはワイズメンの

奉仕にしても、自分が損をしたから、自己主張してその報い

を求めるということでは、そういったことは成り立たなくな

ります。損をすることを引き受けないで、世の中が成り立つ

のか。たとえば親は子どもを育てるのに、何の代償も求めな

いで損をし続け（損と思わないでしょうが）、愛を注ぐのです。

　無償の愛のないところの社会は空しいものではないでしょ

うか。

切手
岩田鑛一君� 25pt
木本精之助君� 200pt
　　計� 225pt

現金
岩田鑛一君� 2000pt
　　計� 2000pt

メ　ン　　
10月�5 日� 飯田　和也君
� 5 日� 千賀　　将君
� 7 日� 加藤　明宏君
� 27 日� 深谷　　聡君

メネット
10 月 3日�　渡辺規子さん
�　　���6 日　岩田昌子さん

�10 月� 6 日�寺田仁計・純子夫妻
� �28 日�岩田鑛一・昌子夫妻
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10 月　8日（土）　愛実の会奉仕

　　　　　　　　　担当　加藤（朱）、加藤（邦）、西村

10月 15日（土）　メネット例会

　　　　　「クリスマスオーナメント作り」

　　　　　ところ　名古屋YMCA

　　　　　時　間　10：00〜 14：00　　　　

　　　　　持ち物　木工ボンド、つまようじ、はさみ、　　

　　　　　　　　　�えんぴつ、クリスマス用の布がありまし

たらご持参下さい。

10月メネット会ごあんない

メネット９月例会報告

日時：2011 年９月 17日（土）　11：30〜 14：00

場所：レストラン「フォリオ」（砂田橋）

　とにかく大勢が顔を合わせることにワイズの意味はある

のです。衣世さんを励ますとか言って、久しぶりにお会い

して、元気なオーラをふりそそいでいただいたのは私共の

方。並んだ美女美女に圧倒されたか、若いウェーター君は

注文を間違いまくりで、本当にゴメンナサイネ！一応会の

主旨に従って、デザートの後に飯田会長から衣世さんにお

言葉を。他一同は下記のメッセージをご覧下さいませ。

　話題の一つは「特別メネット」について。ロースターに

よれば―ワイズメンの夫人ではないが、各個クラブが入会

を認めた女性―です。現在西日本区には３５名在籍。いず

れも「しにせ」クラブであり、ワイズとの長い関わり、メ

ネット同志の強い絆の証しです。「特別」はクラブの宝を

肝に銘ずべし。（深谷さん、長井さん、もっと威張って下

さい）

　当日のオプションは有料老人ホーム「ジョイフル」の見

学。ご入居の舟橋さんの説明付き案内でお部屋に侵入。健

康者も要介護者も混じって、出入り自由な一種の地域コミ

ュニティーの型を取り入れた新しい施設です。生き生きと

ボランティア活動に精出すご様子に、明るい将来を示され

た気持ちになりました。伊左治さん、また良い場所を紹介

して下さい。感謝。　　　　　　　　　　　　　　（西村）

当日の出席者：�青木、飯田、伊左治、尾関、加藤（朱）、

加藤（邦）、五島、長井、深谷、

　　　ゲスト：成、舟橋　　

潤さん・衣世さんにメッセージ（順不同）
○�久しぶりにメネット会に参加させてもらい、皆様のお元

気なお顔を見てうれしく思いました。そして今日は長井

衣世さんを励ます会。メネットさんのやさしい気持ちう

れしいです。衣世さん、ご主人様の分までお元気でいて

くださいね。（Ｓ．Ｓ．）

○�長井さんの元気な顔を見ることが出来て、とても楽しい

会を送ることが出来ました。

○�長井潤さんは、私ども父子二代にわたって導かれ、育て

ていただきました。牧子ちゃん、園美ちゃんの幼い頃、

私どもで一緒に遊んだり、旅行に連れて行って頂いたり、

思い出はつきません。唯々感謝！（Ｆ．Ａ．）

○�お二人でみえた時のように、これからも楽しい思い出を

つくって下さい。

○�潤さん、今年はヤクルト絶好調ですね。潤さんもどこか

らか声援を送っているかも。衣世さん、落ち着いたらメ

ネット会にいらして下さいネ。おしゃべりを楽しみ、い

つまでも仲間でいたいです。

○�潤さんが亡くなられ、今日は衣世さんとゆっくりお目に

かかれて、お元気そうで、安心しました。これからも衣

世さんも共々、メネット会を続けてゆきます。貴方が会

長の時（１９９５年）に頂いた、私への表彰状をうれし

く、ありがたく思っています。残された御家族を見守っ

てあげて下さい。（Ｏ．Ｓ．）

○�根ノ上まつり、チャリティーランと、秋のイベントが続

くと、潤さんの今日までのお働きを思い感謝です。

○�久しぶりに１２名のメネット及びゲストが集り、長井メ

ンの思い出、長井メネットへの励ましを、楽しく雑談し

ました。長井メネットもお元気で、いつまでもメネット

会に連なってね。（Ｉ．Ｋ．）

○�長井潤さん、衣世さん、我が家のリフォームは全て長井

さんの手によるもので、あちらこちらに知恵と工夫とセ

ンスが光っています。母とも仲良くしてくださってあり

がとう。素敵なギターのＣＤをしんみりと聴いています。

（Ａ．Ｍ．）

○潤さんはＹＭＣＡに仕え、潤さんはY's と共に歩み、

　潤さんは家族を愛し、神様は潤さんと共に在し、

　私の内に生きています。いつまでも。

○�ワイズでも、メネット会でも、教会でもたくさんの方々

が支えて下さっていますので、心配しないでね♡

　パパ　おもちゃ多すぎ！！


