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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　5　月　号　　(No783)

在　　籍	 27 名
第 1例会	 17 名
　　メネット	 8 名
第 2例会	 8 名
　　メネット	 1 名
ゲスト・ビジター		 3 名
メーキャップ	 1 名
出席率	 73.1%
メネット会	 8 名

4 月クラブ出席 B　　　F

切手 150pt

現金 0pt

小計 150pt

切手	2320pt

現金 22000pt

累計 24320pt

4
　
月

累
計(

７
〜
3
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	 ◎

4　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（4/11）
　　メネット　	伊左治　飯田　加藤（朱）　久保田　五島　西村

長井　尾関

　　

第　2　例　会

5 月例会プログラム

と　き:2012 年 5月 15日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：6月例会・会費会則改訂の件・潮干狩り他

　いよいよ成瀬理事期が迫って参りました。故長井ワイズのピン

チヒッターとして事務局長を担うには余りに頼りない者でありま

すが、幸いにして、トップとしての人心掌握にたけた成瀬理事、

区の経験豊かな平野書記、聡明な渡辺会計、ITなら右に出るもの

がいないだろうグランパスクラブの荒川事務局員と、紅一点の川

口事務局員という強い味方がいますので心強い限りです。これま

でも、これから益々、西日本区に限らずに多くのワイズと出会う

という機会に恵まれます。私という存在を覚えて頂き、頼りにさ

れることの喜びは大きなものです。

　昨年の東日本大震災は、私たちの生活の有り様を問うものとな

りました。金銭的、物質面におきえる豊かさから、不便でも、ま

た、物が十分ではなく貧しくとも、人と人が互いを信頼し合い、

支え合う、そいうした深い人間関係の結びつきこそが大事である

と改めて思い知らされました。昨年は４回、被災地宮城県に出向

き、支援活動のまねごとをさせて頂きました。震災や津波、原発

事故で県外避難を余儀なくされて愛知県に来られた方々の交流会

実施の事務局を 4回、担当させて頂く幸運にも恵まれました。そ

こでも、多少なりとも頼りにされているという実感が得られ、つ

くづく幸福感を感じます。

名古屋クラブは、我が家のような
　　　　　　　　　　　ホッとする場

谷　川　　修

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5月19日㈯　11:00a.m.〜

ところ：根の上高原YMCAキャンプ場
	 	 司　会	 平野　実郎君

開会宣言　	 	 会　長	 渡辺　真悟君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷	 	 小尾　雅彦君

食　　事・バーベキュー

プログラム

　　　みんなでワイワイ歌おう !!　　　　　　

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ	 	 千賀　　将君

YMCAの歌	

閉会宣言　	 	 会　長	 渡辺　真悟君

会費は、メン、メネット、ゲスト１人 2500円。リーダーは招待。
現地行きバス乗車希望者は９時 15分名古屋中央教会に集合。
	参加予定者は、５月 15日第二例会までに中野連絡主事に連絡。
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と　き：2012 年 4月 11日㈬　6:30p.m. 〜 8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

　メネットナイト

　飯田メネット会長の開会宣言。昨年 4月メネット会 50周

年を迎えた名古屋クラブメネット会は昨年の記念例会とはや

や趣を変え、歴史を振り返りながら次への発展を願うかたち

の明るい楽しい催しと感じた。

　時間の関係上ある程度止むを得ないと思うもののもう少し

映像の時間が欲しかった。Y's メンとメネットのこれ迄の歴

史。50 年から 60 年多くの足跡を残された故人の面影も拝

見しながらもう少しじっくりと偲ぶひと刻にも浸りたかった。

　しかし、くじ引きによる座席の指定 5人〜 6人の囲み卓、

また、みんなで楽しく合唱、そしていつもより豪華な食事、

本当にきめこまやかな心配りの素晴らしいメネット例会。メ

ネットの皆様方本当におつかれさまでした。ありがとうござ

いました。メンも頑張ります。

　多くのワイズと出会う場であれ、そうした避難者の交流会

で、新たな人との出会いであれ、やはり緊張をもって臨むと

いうことは避けられません。その緊張感は心地よいものでは

ありますが、リラックスとはいきません。そこにいくと、名

古屋クラブの例会に出るときは、そんな緊張もなくリラック

スして臨めます。まるで、家にいるような安心感です。クラ

ブ員の多くにとって思い出深い根の上での例会ともなれば、

そのリラックス感たるや、何をかいわんやというところでし

ょうか。

　そうしたクラブ例会から次なる英気をもらって、さあ、成

瀬号の船出だあ。

と　き：２０１２年４月１７日（火）１９：００〜

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

1）プログラムについて

・５月プログラム（野外プログラム　ＢＢＱ）

　５月１９日（土）１１：００〜　根ノ上キャンプ場

　	会費は、メン、メネット、ゲスト１人２５００円。リーダー

は招待。

　食材は小尾君、飲み物は渡辺会長が担当。

　	社会館のバスをお借りし、現地へ向うがバス乗車希望者は

９時１５分に名古屋中央教会に集合。

　	参加予定者は、５月１５日第二例会までに中野連絡主事に

連絡する。

・６月第１例会プログラム

　	各委員会の反省会。グループ分けして次年度の活動方針を

決め発表予定。

・会費、会則改定について

　	若年会員（３５歳まで）の会費を半額にして、特別メネッ

ト会費は月額２０００円と変更する。この件については、

６月第１例会で確認する。

・６月潮干狩りについて

　	５月第二例会で詳細決定。例年潮干狩りのみのプログラム

ではあるが、特別プログラムを企画すればと意見あり。社

会館に希望を確認して今後のプログラムに反映させる。招

待者は例年通り園児と名古屋ＹＭＣＡパレットキッズ。

・７月第１例会について

　	例会日は第２火曜日に変更するが、７月のみ開会時間は

１９時。

　	今後通常第一例会開始時間を１９：００からして貰いたい

と意見があり、今後検討する。

　総会資料作成は平野書記が担当。

■■■		第 1 例 会 レ ポ ー ト	 ■■■

■■■		第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

素晴らしいハーモニー

に会場もうっとり。　

塩田メン・飯田メン

▲

▲ 浅野メネット主査の

ご挨拶。
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『ワイズメンの賢い話』(No193）

『信じる者になる』

　「イエスが復活されたことを祝うイースター（復活節）

については、これまで何度も聞いているけど、復活とい

うことは、なかなか理解しにくいね」。「イエスが十字架

にかけられる前に共に生活してきた弟子の中でも、なか

なかイエスの復活を信じることができない者がいたのだ

よ。彼は“あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入

れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみ

なければ、わたしは決して信じない”と言っていたのだ

よ」。「その弟子の気持ちはよく分かるね」。「その弟子の

前に復活されたイエスが現れて、“あなたの指をここに

当てて、わたしの手を見なさい。また、あなたの手を伸

ばし、わたしのわき腹に入れなさい。信じない者ではな

く、信じる者になりなさい”と言われると、その弟子は、

そのようなことは全然しないで“わたしの主、わたしの

神よ”と言って、復活のイエスを信じる者となったのだ

よ。現代の私たちは、復活されたイエスを具体的に検証

することはできないけれど、この弟子のように信じる者

となることができるのだよ。そして、イエスが“見ない

のに信じる人は幸いである”と言われたように、復活さ

れたイエスを見なくても、復活されたイエスを信じる者

になりたいし、それがキリスト教徒にとって最も重要な

ことなのだよ」。

（ヨハネによる福音書２０章２４－２９節）

（寺田仁計）

　「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪
を犯してはならない」

ヨハネによる福音書 8：11
西　村　　清

　ファリサイ派の人々や律法学者（当時の国を代表する、社

会的、宗教的指導者）がイエスを試そうとして、一人の女を

姦淫の最中に捕らえ、イエスの前に引き出した。当時、姦淫

した者は石打の刑で殺されると律法（旧約聖書―申命記）に

定められていた。

　そこで彼らはイエスにこの女をどうする、と迫る。もし律

法に従って「殺すがよい」と言うと、死刑はユダヤを支配し

ていたローマの権限で、その事自体、ローマの国権を犯し、

また反逆に当たる。しかも日ごろから人を愛しなさいと訴え

ていたイエスは一気に人気を失うことになる。日ごろ人を愛

しなさいと言いながら、姦淫したとはいえ無慈悲に殺せと言

う、ということになる。

あるいは、この女を「赦してあげなさい」と言うと、神殿の

中での出来事だっただけに、それは神殿のただ中で律法に背

くことになり、一気に社会的地位を失うことになる。いずれ

に答えてもイエスは責められる。

　そこでイエスは律法学者やファリサイ派の人々に、まず自

分に罪のない者から石を投げなさい、とイエスが言われたの

です。結局、誰も自分には罪がないとは考えなかったので、

一人去り、二人去りして、周りにいた人々は全部いなくなっ

た。その時、イエスは姦淫の女に対して言われた言葉が今月

の聖句のことばです。石打の刑で殺されるか、命が赦される

かどうかはイエスの言葉にかかっていたのです。九死に一生

を得たこの女性は深く罪を悔い改めたことは言うまでもあり

ません。

　イエスは罪を罪として裁きながら、律法によって裁くので

なく、愛の教えでその女性を生かされたのです。律法は人を

殺し、福音（イエスのことば）は人を生かす、と言えるので

はないでしょうか。

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。（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
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と　き：２０１2年 5月 19日（土）

ところ：根の上高原YMCAキャンプ場

　5月は、メンの例会に出席することで、メネット 5月例会

とします。新鮮なオゾンと、おいしい食事をいただきリフレッ

シュして楽しいひとときを過ごしましょう。メネットの皆さ

んのご出席をお願いいたします。詳細は、ブリテンを参照し

てください。

5月メネット会ごあんない

　名古屋クラブのメネット会は毎月一回愛実の会への食事

奉仕と言う地道なご奉仕を長年続けておられ、また、クリ

スマス会にもご協力されています。今後もこの奉仕がなが

く続く様お祈りいたします。

　私のメネット主査の任期はあと少しで終わりますが、次

年度は成瀬理事のもとで野村靖子さんがメネット事業主任

としてご奉仕されます。是非、みなさんのお支えをお願い

致します。

2011-2012 年度第 2 回中部評議会
　３月 20日（火）名古屋ＹＭＣＡで今年度中部の役員・

クラブ会長が集まり第２回評議会が開催されました。長谷

川部長以下役員さん方のきめ細かいフォローにより詳細に

前半期の活動が報告され　改めてワイズって色んな事やっ

ているなあと認識しました。来年度中部部長に決定してい

る南山クラブの荒川文門ワイズが紹介された後　それを支

える各役員の方が承認され　滞りなく終了しました。

　　　6 月から讃美歌が変わります
　　　　　　　讃美歌４５２番　ただしくきよく

ＹＹフォーラム２０１２
　「ココから出来る支援、気持ちを形に」と題して、ＹＹ

フォーラムが中部評議会に続いて名古屋ＹＭＣＡで８０名

近くの参加者を得て開催されました。

　第１部が東北の被災者支援ボランティアに行ったＹＭＣ

Ａリーダーを含む若い人の体験談。第 2部が福島に今も

住まわれている方を含むパネラー３人による「耳を澄まそ

う福島の声」と題し、福島で放射能と共に生きる生活の不

安、つらさ、憤りが語られ、参加者一同思わず息を呑むよ

うなお話もあり　真剣に聞き入りました。

　被災地の復興、放射能汚染の問題は本当に大変で　ワイ

ズやＹＭＣＡも息の長い取り組みが必要だと感じました。

（渡辺真悟）

メネット 4 月例会報告

と　き：２０１2年 4月 11日（水）

ところ：名古屋YMCA

メネットナイトに参加して
中部メネット主査　浅野猛雄（名古屋東海クラブ）

　飯田メネット会長よりお電話にてメネットナイトへのお

誘いを頂き即座に出席のご返事を致しました。当日は早く

からメネットさんんが準備をされ歌もメネットソングから

始まり司会もすべてメネットさんでなされました。食事の

会場もいつもの四角いテーブルの配置とは異なり、また、

テーブルの人とお話しが出来るよう工夫されていました。

スライドに映し出される映像でメネット会の 50年に亘る

活動が紹介されとても懐かしいお顔を拝見するとともに輝

かしい歴史を垣間見たひと時でした。ギターの伴奏で合唱

し楽しいひと時を過ごすことが出来感謝申し上げます。

切手
　木本精之助君	 95pt
　長井衣世さん	 55pt

5 月	
			5 日	　尾関　　明・静枝夫妻
	18 日　小谷　治郎・充子夫妻
	27 日　青木栄一・美知子夫妻

メ　ン　　
5月	 7 日	 谷川　　修君
	 9 日	 鈴木　武二君
	 10 日	 小谷　治郎君

メネット　　
5月	 24 日	 西村　牧子さん


