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　　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　2　月　号　　(No780)

在 籍� 27 名
第 1 例 会� 17 名
　　メネット� 3 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� 　0名
出 席 率� 76%
メ ネ ッ ト 会� 9 名
ゲスト・ビジター� 1 名

1 月クラブ出席 B　　　F

切手� 115pt

現金� 3000pt

小計� 3115pt

切手�� 845pt

現金� 18000pt

累計� 18845pt

1
　
月

累
計(

７
〜
1
月)

青　木� 　

飯　田� ◯

伊左治� ○

岩　田� ○

尾　関� ○�

小　尾� ◦

加藤明� ○

加藤晃� 　�

川　口� ◦

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� ◎

1　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（1/11）
　　メネット　�尾関　加藤（朱）　西村
メネット会　（1/21）
　　メネット　�飯田　伊左治　尾関　加藤（邦）　加藤（朱）

久保田　五島　長井　西村　
　　　　メン　五島　

次期役員研修会（１/ ８～９）
　　　　　　　成瀬、平野、渡辺、谷川、川口
中西部合同新年例会（１/14）
　　　　　　　成瀬
西日本区財務委員会（１/18）
　　　　　　　成瀬、渡辺

第　2　例　会

2 月例会プログラム

と　き:2012 年 2月 21日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：3月例会について

　現在引越しの真っ最中、この原稿を書いております。名古屋に

来て 10年、部屋を片付けると学生時代の思い出の物が出てきて、

思い出に耽り片付けが一向に進みません。果して私の引越しはう

まくいくのでしょうか。

　2月から妻と昨年生まれた長男友平との新生活が始まります。

妻とは結婚して約１年 9カ月になりますが、一度も生活を共に

したことがございません。期待と不安両方が入り混じっておりま

す。本音はやや不安のほうが大きいでしょうか。。

　私がまだ小さかった頃、父にワイズメンズクラブの例会に連れ

られて行ったことを今でもよく覚えています。クリスマス会やオ

ークション、魚釣りなど楽しかった思い出です。また YMCAの

キャンプにも参加させてもらったことも良い思い出です。楽しく

英語を学ぶキャンプや福井県の三方五湖でのキャンプで野外活動

をしたことなど記憶に残っています。その中での様々な人との出

会いや経験が現在の自分を形作っているのだと思います。

　そんな私も父親になりました。長男もワイズメンズクラブや

YMCAのキャンプなどに参加し、経験や交流を通して成長して

いってほしいと思います。今後は、妻や長男ともワイズの例会な

ど参加したいと思います。皆様どうぞよろしくお願いたします。

新　生　活

千　賀　　　将

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：2012年2月8日㈬　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

� � 司　会� 加藤　明宏君

開会宣言　� � 会　長� 渡辺　真悟君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 小谷　治郎君

　　（TOF例会につき食事なし）�

プログラム�

　　　ママさん代議士奮闘記�

　　　　　　　　　　衆議院議員　佐藤　夕子氏

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ� � 五島　八郎君

賛美歌　Ⅱ -164

閉会宣言� � � 会　長　渡辺　真悟君
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と　き：2012年1月11日㈬　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

　1月例会は、恒例の 2分間スピーチ。娘のゴールイン間

近か !?　別居生活から家族団欒生活がスタートでイクメン

宣言や、当クラブこれまた恒例の病気自慢大会と言った近況

報告や今後の予定を含め思い思いの話に始終笑いの絶えない

例会プログラムだった。その中で、7月からスタートする成

瀬理事をクラブ全体で盛り上げようと、名古屋クラブから 3

人目の理事誕生を祝うかの如く異口同音に唱え、理事の最高

協力者は所属クラブだと改めて感じた一瞬だった。今期の後

半が活気に満ちた例会でスタート出来たことに感謝。但し、

距離的に出席が出来ない鈴木君や川本君の近況報告や、欠席

されたメンバーの話もいつか聞きたいものだとブリテンの紙

面が許せば近況報告を含め掲載したいと思いつつ、投稿を期

待しながら例会が進んで行った。

　この 2分間のスピーチには前後 1秒 10円の新年献金のお

まけ付きで、ご祝儀を含め￥9,220の特別ファンドがあった。

また、千賀君の LD委員としてワイズメジャーデビューの報

告もあり、当クラブ最年少の彼と成瀬理事の飛躍の年初めの

願いを込め、皆さまのご健康とご活躍をお祈り申し挙げます。

佐藤 夕子氏

名古屋市東区芳野在住

6人家族�（夫、二男、二女）

　　　　　　金城学院大学短期大学部保育科卒

職歴
昭和 58年 4月�学校法人自由ヶ丘学園�自由ヶ丘幼稚園�教諭
平成 19年 4月�愛知県議会議員
平成 21年 8月�第 45回衆議院選挙にて初当選
平成 21年 9月�文部科学委員理事・青少年特別委員
平成 23年 5月�民主党離党
平成 23年 5月�環境委員
平成 23年 8月�減税日本副代表

別紙案内のごとく、和歌山紀ノ川クラブ、熱海グローリークラブとのトライアングルＤＢＣの交流会が３月９日（金）

〜 10日（土）にかけて、岸和田市近郊の牛滝温泉「いよやかの郷」で開催されます。名古屋クラブからも、皆そろっ

て参加しましょう。詳細は別紙参照のこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交流担当／谷川）

と　き　　２０１２年１月１７日（火）　　　

ところ　　名古屋ＹＭＣＡ　

1）　下半期例会プログラムの件

　　２月卓話　講師　佐藤夕子氏　（ＥＭＣ・ＴＯＦ例会）

　　３月オークション

　　４月�メネットナイト（メネットクラブにプログラムを確

認中）

　　５月野外例会（ＢＢＱ例会）

　　　�例会日を５月１９日（土）に変更し、会場を根の上キャ

ンプ場予定。参加日２〜３０００円程度

　　６月今年度反省会

　�　ＹＭＣＡのリーダーとの接点があまり無く、ワイズ理解

が出来ていない現状を踏まえ例会にリーダーを招待する働

きかけをする。特に２月と５月。

2）次年度の件

　　クラブ役員は別紙参照。

　　�例会日は、第一例会を第２火曜日、第二例会を第３火曜

日に変更する。（２月例会で確認する）

　　�第１６回西日本区大会実行委員会で、副実行委員長を小

尾君、企画・プログラム委員長を深谷君に決定。クラブ

全体でサポートすることを再度確認。

3）その他

　区事務所への下記の各献金の確認

　�Ｙサ・ユース、ＣＳ、ＦＦ、ＴＯＦ、ＲＢＭを１月１０日

に送金した。

　半年報を部長に報告

　��３月２０日（火・祝）中部評議会とＹＹＹフォーラム開催。

　評議会出席義務者：渡辺会長、深谷Ｙサ・ユース事業主査

　ＤＢＣ交流会

　　�３月９日（金）〜１０日（土）に和歌山紀の川クラブ、

熱海グローリークラブと大阪岸和田で開催予定。２月ブ

リテンに詳細を別紙同封。　　　　　　　　　　（平野）

第一例会スピーカー紹介

■■■�� 第 1 例 会 レ ポ ー ト� ■■■

■■■�� 第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■
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『ワイズメンの賢い話』(No190）

『目を覚ましていなさい』

　「この間、いよいよ後期高齢者となった後で、ある有

名な先生の話しをテレビで見たのだよ。そしたら、その

先生は、“死を常に意識していなさい”と言われたのだよ。

その先生は、後期高齢者だけではなくて、すべての人に

対して言われたのだけど、自分のことを言われているよ

うに思ったよ」。「そうだね。後期高齢者ともなれば、常

に死を意識しているようになるかも知れないね」。「そし

て、イエス様は、“その日、その時は、だれも知らない。

父だけがご存じである”と言われて、その後で“気をつ

けて、目を覚ましていなさい。その時がいつなのか、あ

なたがたには分からないから”と言われているのだよ。

この言葉は、いろいろと解釈できるけど、私たちが、こ

の世で生きていて、何時死ぬかというその日、その時は

誰にも分からないと言われていると思うよ。父なる神さ

まだけが、その日、その時を知っておられるのだよ」。「そ

うだね。そうであるならば、自分の命を神さまに委ねて、

毎日を気楽に過ごすことができるね」。「だけどイエス様

は、その後で“気をつけて、目を覚ましていなさい”と

言われているのだよ。この言葉は、私たちが、常に死を

意識して、毎日を真剣に生きることが、この気をつけて、

目を覚ますことではないかなと思ったよ。後期高齢者と

していろいろと不都合なことが多くなったけれど、その

ように生きていけると良いね」。（マルコによる福音書　

１３章３２－３３節）　（寺田仁計）

　「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１５：４

西　村　　清

　最近、社会学者の東京工業大学の教授と京都大学の教授が

対談形式で出版された『ふしぎなキリスト教』を読んだ。実

におもしろい対談であった。多分お二人はノンクリスチャン

であろうと思いますが、しかしキリスト教については非常に

よく勉強されているのではないかと思う。この本を通して教

えられることも多くあったが、しかしクリスチャンとして記

事内容に気になる部分もあった。

　見失った一匹が見つかったら大喜びするより、むしろ９９

匹が大切ではないかと言うのです。多分、それが民主主義で

あり、多数決原理の社会ではないか、という意味だと考えら

れる。また同じルカ福音書１５：１１以下の放蕩息子の譬え

話でも、親から生前贈与のような形で遺産をもらい、遠くに

行き、それを放蕩で使い尽くして、行く場所がなくなり、親

元に帰ってきた弟息子を大歓迎で父親は迎える。それを見て

兄は文句を言う。この兄は親の下で忠実に働いてきたが、弟

を歓迎して迎えたような贅沢はさせてもらったことがないと

不平を言う。しかし父は「失っていた息子が帰ってきた」の

だから、大歓迎するのはあたりまえではないかと。これでは

まじめに働いた人と、ただ怠けて遊んでいた人とで、後者の

方が歓迎されている。これは正義や公平の論理に反してはい

ませんかという。

　これらの物語を「不可解なたとえ話」の例としてあげ、対

談されている。しかし聖書の意図するところはわれわれ人間

の論理、常識でははかりしれないものがある。１００匹の羊

の譬えの話でも、９９匹はどうでもよい、という意味ではな

く、まずまず生活できるものはそれほど手をかけなくてもよ

い訳で、むしろ社会の底辺苦しんでいるような人、人から顧

みられないような人、つまりこの社会で、勝てば官軍といわ

んばかりに、人を押しのけ、自分の勝ち残りを考えるような

競走社会、経済原理の支配する中で、「見失った（見失われた）」

人こそ大切にしようというのが神の常識、論理なのです。こ

のような聖書の読み方が出来れば幸いなことです。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。（功
労会員と特別メネット会員は年額36,000円です）
　会費の納入は右記口座へ振込にてお願いします。
　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

CSよりお年玉付き年賀はがき当選番号
（切手シート）

27　　　　　44

ご注意

◎�今月は TOF例会です。食事はありません。
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2 月 11日（土）　愛実の会奉仕　都合によりお休みです。

3月 10日（土）　愛実の会奉仕　

　　　　　　　　　　担当　伊左治　尾関　深谷　飯田

2月 17日（金）　メネット例会

　　　　　　　　尾関メネット米寿のお祝いの会

　　　と こ ろ：かに本家　栄中央店（栄3・丸栄南プリンセス大通）

　　　集合時間：午前 11時 30分　現地集合してください。

　　　会　　費：2,500 円　

　　　�出席される方は、2月 10 日までに飯田まで連絡して

下さい。TEL(0573)65-6420

2月メネット会ごあんない

　次期野村事業主任を出す中部として、名古屋のクラブメ

ネットも会の有る無しに関わらず、気持ちをひとつに結束

することが急務ではないか、と僭越ながら思う昨今です。

　食後のデザート（市田柿の差し入れあり）の頃には、期

せずして一寸したプレゼントタイムとなりました。

　久保田メンからの「メネット用特製エプロン」。元気色

のオレンジの丈夫そうな生地で、早速着用（モデルは伊左

治さん）。これは使えます。感謝。それから色とりどりの

手編みタワシや、イソギンチャクの親分みたいな軍手、雑

布など、お掃除用品が並んだところを見るに「トシだ、ト

シだと言い訳せずに働きなさーい」と発破を掛けられた気

分に。こうしておしゃべりしている間は本当に若くて元気

なんです（スミマセン）。

　若いといえば先日の愛実 Xmas では、♪まるまる、も

りもり♪を唄って踊って下さった朱美姉さんが大ウケで一

緒に踊る人もいて盛り上がったこと !!　メネット会もなか

なかやるネーと見直されたかも。

　「また一年奉仕を続けられるよう、神様どうぞ体力をお

与え下さいませ」

　出迎えから、見送りまで始終美代さんをサポートして下

さった五島メンにお礼申し上げます。訳あって孫同伴でお

手間をかけました。奥様心遣いありがとうございました。

　紙面をお借りして。加藤（邦）さんより、子ども用衣料

の放出品が多数あります。どうぞご連絡下さい。（西村）

メネット 1 月例会報告
「 女 正 月 」

と　き：２０１2年１月 21日（土）

ところ：五島宅

　思い出すと、お料理上手な先輩メネットさんに加えてい

ただいて、何を持参したらいいかと悩んだ 28年前の女正

月。アレコレとメニューも目に浮かび、大変でもあり、勉

強もさせていただいたナーと。一方、悩むこともなく、手

ぶらで出かけられるようになった今のような外食式も面倒

屋の私にとっては大歓迎なのです。今年は五島さんのお宅

へ。新築になった美しい玄関の脇には可愛いクリスマス

ツリーが目を惹きました（お孫ちゃんのためね？）。やさ

しい奥様に迎えられて居心地良いリビングで「ハッピー

ニューイヤー !!」

　おいしそうなお寿司を暫くおあづけにして、先ずは飯田

会長の司会で話し合いタイム。

　中心はメネットナイトの件。昨年はとにかく忙しくてビ

デオを観るゆとりも無い位だったので、再度ゆっくりとメ

ネット会の歴史を振り返りたい、楽しく唄も唄いたい、可

能ならば西日本区大会の準備に向けて何かお役に立てるこ

とが出来れば等々、メネット中心のアイデアがでました。

メ　ン　　
2月� 4 日� 川口　　恵さん
� 7 日� 川本　龍資君
� 12 日� 水谷　　治君
� 18 日� 相馬　静香さん

メネット　　
2月� 21 日� 千賀美菜子さん
�� 26 日� 五島　美代さん

�2 月���22 日　五島八郎・美代夫妻

切手
　加藤　明宏君� 10pt
　木本精之助君� 70pt
　西村　　清君� 35pt
現金
　川口　　恵さん�1000pt
　西村　　清君� 2000pt


