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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　3　月　号　　(No781)

在 籍� 27 名
第 1 例 会� 16 名
　　メネット� 4 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� 73.1%
メ ネ ッ ト 会� 8 名
ゲスト・ビジター� 4 名

2 月クラブ出席 B　　　F

切手� 1205pt

現金� 4000pt

小計� 5205pt

切手�� 2050pt

現金� 22000pt

累計� 24050pt

2
　
月

累
計(

７
〜
2
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� M

谷　川� ◦

寺　田�

中　野� ◎

成　瀬� ◦

西　村� ◎

平　野� ○

深　谷� ○

水　谷� 　

渡　辺� ◎

2　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（2/8）
　　メネット　�飯田　尾関　加藤（朱）　西村

メネット会（2/17）
　　　　　　　�飯田　伊左治　尾関　加藤邦　久保田　長井　

西村　深谷
　　ゲ ス ト　野村靖子様、仁科さん、成さん、高本さん

アジア地域年中央会議（2/17 〜 19）
　　　　　　　成瀬

第　2　例　会

3 月例会プログラム

と　き:2012 年 3月 21日㈬ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：4.5 月例会について他

　初めてメイクアップ例会出席を 2月 23日東京セントラルクラ

ブに依頼し、入会以降 100％出席９年間更新中です。克行が担

当主事としてお世話頂いた元東京西クラブの石井一也元アジア会

長、谷治英俊クラブ会長、櫻井徹主事方に迎えられ、越智京子元

東日本区理事方ビジター方と（計17名）熊本むさしクラブ・西日

本区クリスチャニティ特別委員会田上（たのうえ）正委員長によ

る卓話『何故私はクリスチャンになったか』拝聴と出会い再会の

恵みに与りました。

　「東京女子医専在学中受洗の母は神道の家に嫁ぎ、神道を尊重

し、ひっそり聖書・讃美歌20余年後西之表教会へ。自分は毎朝祖

母の祝詞を聞きそらんじていた。父母二人で医業のため鹿児島の

小学校へ。熊本大学卒業、同麻酔科教室に入局。同病院・関連病

院で研鑽。37歳時米国アルバート・アインシュタイン医科大留学

中ニューヨークフロストバレーＹ聡主事本間立夫御夫妻と出会い

YMCAファンになり、Ｙに関わる希望。帰国後熊本地域医療セン

ター20年勤務し、緩和ケア病棟創設。昨年５月から東京医科大学

麻酔科学講座教授。その間熊本ジェーンズクラブ入会、熊本むさ

しクラブ創設移籍。熊本Ｙ運営委員、常議員、常議員会議長、理事、

理事長を務めた。Ｙの会ではいつもお祈りと讃美歌があり心の安

らぎをおぼえた。死を間近にした患者さんと人生を語る時、自分

のバックボーンが必要だと感じ姉が受洗した熊本草葉教会に通い

40歳を過ぎて洗礼を受けた。」(ブリテンとお話より。敬称略 )

初めてのメイクアップ例会出席：
　　　　　　　東京Ｙ山手ブランチにて

相　馬　静　香

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3月14日㈬　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

� � 司　会� 木本精之助君

開会宣言　� � 会　長� 渡辺　真悟君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 塩田　　保君

食　　事

プログラム�

　　　オークション�

　　　　　　　　　　� � 担　当　飯田　和也君

� � � 寺田　仁計君

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ� � 小谷　治郎君

賛美歌　Ⅱ -164

閉会宣言� � � 会　長　渡辺　真悟君
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と　き：2012年2月8日㈬　6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

　「解散しろ」という野党に対して「やるべきことをやり抜

いて民意を問うことをはっきり宣言したい」と野田首相が政

治生命を懸ける執念をみせる。消費税増税を柱とする税と社

会保障の一体改革にほかならぬ発言を受け、永田町では「解

散風」が強まりつつあるようです。そのような中で連日東京

と名古屋を通勤する国会議員。

　2007 年愛知県議会議員、2009 年衆議院議員と彗星の如

くデビュー。信念を貫き通している佐藤夕子さんに議員とし

ての立場からの説明……。国会議員を始め地方議員迄月額報

酬+期末手当金に加え、第二、第三の給料が存在すること

（「費用弁償」制度で日額旅費）（「政務調査費」政策の調査研

究をする為の必要経費ということにして議員個人に支払われ

る費用）。かねていわれている議員の削減、また議員の歳費

や公務員の給与を削減したとしても、それ自体が国や地方の

財政に寄与する割合は僅か。それでも自らが身を削って範を

示すこと。政治家や官僚がぬるま湯で慣れ合っている現状で

は東日本大震災復興を旗印にしての増税は果たして国民は納

得するのか等、また、ご自身の少女時代からの半世紀を始め、

議員としての体験他、主婦（母）として妻としてユーモアを

交えてのお話は興味深く聞くことができました。

　ほか受洗後患者との接し方に平安で優しくなれたこと。麻

酔の進歩と後輩麻酔科医への励まし。現在の楽しみは幾つか

の教会やワイズ出席。マラソン参加等。西村清先生・長井潤

ワイズとの出会い。長井潤メンがクリスチャニティ委員長時

「田上さんしか無い」と言われて後任を受継がれたことを伺

い、私会長時お二方の良きご指導支援が受けられ、この御縁

に感謝し、「ジェーンズ邸便り」も含めて伝えました。「『ク

リスチャニティ精神』をいやみでなく『キリスト教と歌』」を

示唆された長井潤メンはここにも共におられて感動です。石

井ワイズ・田上ワイズ、谷治会長はじめご出席の皆様、素晴

らしい例会、Happy�Birthday!�Presentも有難うございま

した。

と　き　　２０１２年 2月 21日（火）　　　

ところ　　名古屋ＹＭＣＡ　

1）今後のプログラム

　3月 14日㈬　�オークション：出品の呼びかけをブリテンで

行う。（当日の司会・進行はクラブサービス

の寺田メン・飯田メンにお願いする。）

　4月 11日㈬　メネットナイト　メネット会にて検討中。

　5月 19日㈯　�例会日を変更し根ノ上 YMCAキャンプ場で

バーベキュー大会を行う。Yのリーダーを誘

う。（食料調達担当：小尾メン、会費 2000

円〜 3000円 /1人）

　6月 13日㈬　今年度反省会

　6月 23日㈯　�潮干狩り。潮の干満の都合からこの日とす

る。（予約を小尾メンよりしていただき、社

会館への連絡、パレットキッズも誘う）

2）　その他

　⑴　�DBC交流会　3月 9日〜 10日　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 13名参加

予定。クラブ会長より参加の最終確認と実施要綱の詳

細を連絡する。

　⑵　�3月 10日〜 11日　来年度会長・主査研修会（名古屋か

らは川本交流主査、川口次期副会長、成瀬キャビネッ

トが参加）

　⑶　3.11　揚がれ！希望の凧 in愛知

　　　�東日本大震災支援　名古屋 YMCA主催、13時よりモ

リコロパークにて

　⑷　2012〜 2013西日本区大会実行委員会

　　　�2月 17日名古屋YMCAにて：各委員会の構成メンバー

と今後の進め方が話し合われた。実行に向けての推進

体制が決まった。

　　　次回　3月 16日㈮ 19時〜於：名古屋YMCA

　⑸　�3/20（祝）中部評議会（13：30-14：30）と YYフォー

ラム（15〜 18時）が開催。

■■■��第1例会レポート� ■■■

■■■��第2例会レポート� ■■■
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　⑹　3月例会で参加申し込みを受け付ける行事

　　　�西日本�区大会：第一次申し込みは例会翌日（3月 15日）

が締め切りなので例会に出られない方も確実に

申し込み連絡を会長までお願いする。

　　　�　　　�我クラブから成瀬理事が就任する大会を皆で盛

り上げましょう。

　　　周年記�念例会：高槻（4/15）、長浜＆彦根シャトー

（4/15）、京都パレス（4/22）、堺（5/11）

『ワイズメンの賢い話』(No191）

『人はパンだけで生きるものではない』

　「イエス様が洗礼者ヨハネによって洗礼を受けられる

“これはわたしの愛する子、わたしの心に適う者”とい

う声が天から聞こえたのだよ。そして、十字架への苦難

の道がはじまったのだよ」。「それまでのイエス様はどう

いう方であったの？」。「それまでは、普通の人間として

生活しておられたようだよ。この洗礼を受けた時の天か

らの声で、改めてご自分が神の子であることを自覚され

て、神の子としての働きをされるようになられたのだよ。

洗礼を受けたすぐ後で、イエス様は霊に導かれて、荒れ

野に行かれたのだよ。そこで四十日間も断食されたのだ

よ。すると悪魔がやって来て“神の子なら、これらの石

がパンになるように命じたらどうだ”と言ったのだよ。

するとイエス様は“人はパンだけで生きるものではない。

神の口から出る一つ一つの言葉で生きる”と旧約聖書に

書いてあると言われたのだよ」。「そうか。だけどイエス

様であったらいろいろな奇跡を行われたのだから、石を

パンに変えることは出来たはずだよね」。「そうだね。だ

けど、イエス様は、悪魔の誘惑に負けて、ご自分のため

に神の子としての奇跡を行われなかったのだよ。それよ

りも、この出来事を伝えることによって、人はパンだけ

で生きるものではなくて、神様の御言葉に従って生きる

ことが重要であるということを伝えようとされたのだ

よ」。「それほど重要な神様の御言葉って、どうしたら知

ることができるの？」。「それは聖書に書かれてあるのだ

よ」。（マタイによる福音書４章１－４節）（寺田仁計）

　「見よ、わたしはすぐに来る。わたしは、報いを携えて来て、それ
ぞれの行いに応じて報いる。わたしはアルファであり、オメガである。
最初の者にして、最後の者。初めであり、終わりである。」

ヨハネの黙示録 22：12〜 13

西　村　　清

　日本の学校の暦では、３月で学年が終わり、４月から新し

い年度が始まるとなっています。しかし最近、東京大学が入

学試験を秋に行うと発表しました。これにならって、他の有

名国立大学も秋に入試を実施すると反応しています。国際化

の流れで、欧米にならって秋が学期の始まりにしようという

わけです。

　ところで、３月には卒業式が行われます。英語で卒業式の

ことをコメンスメント（commencement）と言います。こ

の動詞形のコメンスというのは「始める」とか、「開始する」

という意味をもっています。普通「卒業」は終わり、終了を

意味しますが、それは終わりではなく、始まりだということ

を意味する興味深い言葉です。人生において、卒業は一つの

節ではあるが、それは連続の中の起点にすぎないのです。そ

のようにして、いくつかの節を経て我々の人生が完結してい

くというべきでしょうか。

　さて、今月の聖句は、我々の人生を支配される神の姿と言

いますか、キリスト教の神の存在、性格を表わしています。

ギリシャ語で、アルファは英語のアルファベットの最初の言

葉、いわばＡに当たり、オメガは最後の言葉Ｚに当たります。

つまり神はすべてのすべてというわけです。「最初の者であ

り、最後の者」も究極的な存在というわけです。そしてこの

神の存在をヤハウェと呼ばれています（ユダヤ教もイスラム

教も同じ神を信じている）。聖書には、「ありて、あるもの」

と呼ばれ、根源的な存在とされています。その神が、人間の

最後の段階で、その行いに応じて裁きを行うと言われている

のです。

　けじめの３月、もう一度、自らの日々の生活を省みて、誰

の目にも、否、目に見えないけれども神の前に、すがすがし

い歩みであるか思いを馳せたいと思います。

3月例会は　オークション　です。　提供の品をたくさんお持ち下さい。
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3 月 9日、10日　�岸和田での DBC交流会、メネット 4名

が参加。

3月 10日（土）　愛実の会奉仕

　　　　　　　　担当　伊左治、尾関、加藤（朱）、深谷

3月 14日（水）　ワイズ例会

　　　　　　　　�今月はオークションです。メネットさんの

出席をおねがいします。

3月 17日（土）　�メネット例会「YMCAにて」10時〜 14時

　　　　　　　　4月のメネットナイト準備

3月メネット会ごあんない

とうございました。

　超ご多忙中、ご出席の野村靖子様、仁科さん、成さん、

高本さんもかけつけて、なつかしい名古屋メネット会ムー

ドに盛り上げて下さいました。感謝 !

「いつまでも華やいでいる老婆たち」クミ子作……否、メ

ネットたちは夕暮れ間近に散会となりました。インフルエ

ンザの朱美さんお大事に。

メネット 2月例会報告
「尾関静枝メネット米寿祝の会」

と　き：２０１2年 2月 17日（金）

ところ：かに本家

　紅梅の千切絵の色紙に、伊左治メネットの一句「蠟梅のふ

くいくとして花咲かす」がそえられ、祝宴が始まりました。

　各メネットのお祝いの言葉は、異口同音に尾関メネット

の 60年にも及ぶ Y's へのご奉仕への感謝で満ちていまし

た。信仰を基に祈りと共にあったその生き様は、常に凛と

して背筋がしゃんと伸び、皆の憧れの的です。お似合いの

尾関ご夫妻は名古屋 Y's の誇らしい宝物と言えるでしょ

う。お二方お揃いで、お健やかに、白寿を超え、その道に

主が共にいまして、お守り下さいますよう、心より願い祈

り上げます。

　めいめいのイニシャルをデザインされた、ビーズのブ

ローチはさすがで、早速胸に飾らせて頂きました。ありが

　久保田　啓君� 130pt
　五島　八郎君� 300pt
　塩田　　保君� 65pt
　平野　実郎君� 130pt
　深谷　　聡君� 350pt

現金
　加藤　明宏君� 2000pt
　塩田　　保君� 2000pt
切手
　飯田　和也君� 30pt
　尾関　　明君� 200pt

3 月�
�11 日�　伊左治正文・クミ子夫妻
�29 日　久保田　啓・美代子夫妻

メネット　　
3月� 18 日� 青木美知子さん
� 21 日� 小谷　充子さん
� 27 日� 飯田　純子さん
� 30 日� 木本　洋子さん

名古屋ワイズメンズクラブ　2012 〜 2013 年度クラブ役員（案）　　　　　　　　　　　　　　
会 　 長 五島　八郎 地域奉仕・環境 ○�小尾　雅彦

谷川　　修
加藤　　晃

クラブサービス ○�小谷　治郎
寺田　仁計副 会 長 川口　　恵

飯田　和也
書 　 記 ○�千賀　　将

深谷　　聡
ファンド（BF）
　���（EF�JWF）

○�五島　八郎
岩田　鑛一

文献保存 ○�木本精之助
久保田　啓
五島　八郎年賀切手 飯田　和也

会 　 計 川口　　恵
塩田　　保

交 流 ○�西村　　清
相馬　静香
青木　栄一

幹事 ○�尾開　　明
鈴木　武二

直前会長 渡辺　真悟 メネット会長
E M C ○�渡辺　真悟

加藤　明宏
広 報
（ホームページ）

○�五島　八郎
渡辺　真悟

連絡職員 中野　美幸
メール委員 川本　龍資

Yサ・ユース ○�小尾　雅彦
水谷　　治

ブリテン ○�久保田　啓
伊左治正文
平野　実郎

Yサ主査 深谷　　聡

西日本区理事及びキャビネット　　　　　　　　　　　　　　西日本区大会実行委員
　理　事　成瀬　晃三　　　事務局長　　谷川　　修　　　　　副実行委員長　　小尾　雅彦
　書　記　平野　実郎　　　事務局員　　川口　　恵　　　　　企画委員長　　　深谷　　聡
　会　計　渡辺　真悟


