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　　主　　題（2014 ／ 2015）

国 際 会 長　　「信念のあるミッション（使命・目標）」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「愛をもって奉仕をしよう」　

西 日 本 区 理 事　　「あなたならできる！　きっとできる」

中 部 部 長　　「踏み出そう　次の一歩のための今の一歩を」

名古屋クラブ会長　　「燃やそう∞生きるちからを！」

2015 〜 2016　7 月号　(No820)

在　　籍� 27 名
第 1例会� 20 名
　　メネット� 4 名
第 2例会� 8 名
　　メネット� 名
ゲスト・ビジター�� 2 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 85.2%
メネット会� 9 名
ゲスト・ビジター� 1 名

6 月クラブ出席 B　　　F

切手� 90pt

現金� 0pt

小計� 90pt

切手� 1650pt

現金�35500pt

小計 37150pt

6
　
月

累
計
（
6
月
）

飯　田�

伊左治� ◯

伊　藤� ◯

尾　関� ◯

小　尾� ◯

加　藤�

川　口� ◎

川　本� ◯

河　部� ◎

鬼　頭� ◯

木　本� ◯

久保田� ◯�

五　島� ◯

小　谷� M

塩　田� ◎

鈴　木� ◯

千　賀� ◎

相　馬� ◎

谷　川� ◯

寺　田�

中　村� ◯

西　村�

深　谷�

牧� ◎

山　口� M

義　井� ◎

渡　辺� ◎

6　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（6/9）
　　　　（メネット）�伊左治　尾関　五島　西村
　　　　（ゲスト）　�相馬（朋）　常川
メネット会（6/20）� �飯田、伊左治、尾関、加藤、木本、五島、

小谷、西村、深谷、
　　　　　（ゲスト）義井

西日本区大会（6/12-6/13）
� �川口、河部、川本、小谷、塩田、千賀、相馬、

谷川、中村、義井、　渡辺、鬼頭、山口、
牧

　　　　（メネット）�小谷

第　2　例　会

7 月例会プログラム

と　き:2015 年 7月 21日㈫ 7:00p.m. ～ 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：8月例会の件他

　私達の天から与えられている生命は宇宙規模の時間から見る

と、ほんの一瞬の命であります、けれど、かけがえの無い大切

で貴重な生命であります、69年目を迎えた我がクラブが伝統

と規約を大切にし、又それを乗り越え、その時代の貧しき者、

虐げられている人々、社会的弱きもの、いわれなき差別を受け

ている者に手を差し伸べ、又今生きる、幼児から青少年の育成

の為に光をあて、出来ることから下支えするワイズメンズ活動

の崇高な精神は何物にも代えがたい存在であります。キリスト

教精神に根差しているとはいえ、宗教を問わない社会奉仕団体

として、歴史に名は残らなくとも、我々の軌跡は人々の心に残

ることでしょう。私に与えられた課題は、目標は地平線に高く

掲げ、名古屋クラブの活動が活き活きと、明るく楽しく、ゲス

トがたくさん来られるクラブを目指します。目標達成の為には、

クラブ全員の協力があって成しえることが出来ます、宜しくお

願い申し上げます。

　燃やそう∞生きるちからを！
　　第 69 期名古屋クラブ会長就任にあたり

　河　部　　薫

会　　長　河部　薫
副 会 長　渡辺　

書 　 記　谷川　千賀
会　　計　塩田　川口　

ブリテン　久保田　千賀　伊左治　川口

2014 〜 2015 年度定期総会
と　き：2015年7月14日㈫　6:30p.m.～8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
� � � 司　会� 千賀　将君
開会宣言　� � 会　長� 千賀　将君
ワイズソング
聖書朗読・祈祷� � 谷川　修君
食事
プログラム
　年間活動行事報告� 書　記� 谷川　修君
　決算報告� � 会　計� 塩田　保君
　会計監査報告� 幹　事� 尾関　明君
　会長バッジ引継ぎ�
　新会長挨拶� 会　長� 河部　薫君
� � � 司　会� 河部　薫君
協議　1. 役員選出
　　　2. 事業方針
　　　3. 予算案
卓話　「ケニアストリートチルドレンと共に」
　　　　　　　　　　　　　　　松下　照美氏
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ� � 川口　恵さん
讃美歌　452
閉会宣言� � 会　長� 河部　薫君



(2)

■■■�第 1 例 会 レ ポ ー ト � ■■■

と　き　2015 年 6月 9日（火）

ところ　名古屋YMCA

　今月のプログラムは、　各事業委員会の総括として反省と

次期の活動計画を話し合った。

　毎年恒例ではあるが次年度の繁がるように言いぱっなしな

らぬように各委員及び会員がしっかりと問題点を意識して活

動することを期待したい。

　各事業委員会の結果は、７月総会資料に掲載するので各委

員長は、6月末までに書記又は会長までに　資料を提出する。

　また、クラブメンバーの小谷君　飯田君　伊藤君　深谷君

4名が退会、鈴

木君　鬼頭君　

加藤君　山口君

　4名　入会さ

れました。担当

の主事が　中野

君から　牧君へ

交代しました。

　また千賀会長の今季最後の例会であり、1年間のメンバー

を導き頂き感謝します。次年度は河部会長誕生し、川口君が

次期中部部長として活躍されます。

　今季同様に次年度も名古屋クラブが飛躍しますように願い

■■■��第 2 例 会 レ ポ ー ト ■■■

と　き　2015 年 6月 16日（火）19：00～ 20：00

ところ　名古屋YMCA

・7月例会について

・�聖岩クラブ 40周年記念例会中止に伴うキャンセル料金に

ついて（7月第 1例会で協議）

・名古屋YMCA本館募金について（7月第 1例会で協議）

 西日本区大会

　第 18 回西日本区大会は 2015 年 6 月 12 日～ 14 日大阪

南港にありますハイアットリージェンシー大阪で行われまし

た。私は 2日目の代議員会から参加させていただきました。

大会はバナーセレモニーから始まり各部長からの報告、ユー

スからの活動報告などがありました。その後桂吉弥氏による

落語の卓話がありました。（私は LD委員会の打ち合わせを

この時間に行っ

ていたため聞け

ず、残念！）懇

親会ではカント

リー＆ウエスタ

ンミュージック

の演奏もありながら全国のワイズメンとの交流を深めました。

　2日目はわが各事業の報告、クラブ表彰、理事引継ぎ式な

どが行われました。我がクラブの川本国際交流主任か

らも事業報告がなされました。ご多忙の中、事業主任

として各地を訪れ主任をお勤めいただいたことに感謝

いたします。また我がクラブは EMC優秀賞など 7つ

の表彰を頂きました。皆様のクラブへのご奉仕に感謝

いたします。� （千賀　将）

アフリカのマザー・テレサこと

松下照美氏

徳島県出身、玉川大学芸術科油絵専攻卒業
1994 年にアフリカウガンダのエイズ孤児取材に同行。
そこで出会った子どもたちに衝撃を受け、50歳を目前に彼らと支えあって生
きていくことを決意。
1996 年、ケニア移住。1999 年「モヨ・チルドレン・センター」
を設立、ストリート・チルドレンの保護、育成を携わる。

ゲストスピーカー

紹介

Yサ・ユース献金優秀クラブ賞
EMC優秀クラブ賞
ノンドロップ賞
青年会員獲得賞
年出席率 90％以上達成賞
YES献金達成賞
BF100%達成賞
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「それゆえ、わたしは弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰ま
りの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜな
ら、わたしは弱いときにこそ強いからです。」

�
コリントの信徒への手紙二１２章１０節

西　村　　清

　ここマレーシアのクアラルンプールに、日本人教会の牧師

として要請され、やって来て２０日あまり経ちました。年と

ともに体のあちこちに不十分さを感じながらのお勤めになり

ます。商社の駐在員、こちらの人と結婚した方、また日本で

の務めの定年後、一定条件がかなえば長い期間こちらに滞在

できるビザを得て暮らしておられる方といろいろです。慣れ

ないわたしを親切にホストして下さっていてありがたく感謝

しています。

　さて、今月の聖句で、「弱いときにこそ強い」とはどうい

うことだと思えるような言葉です。使徒パウロが自分の体の

欠点のことで、耐えがたい苦しみを経験しながら、何度もそ

の苦しみを取り除いてほしいと神に祈ります。その痛みをパ

ウロはトゲと表現しています。やけ火箸を体にささるような

痛みとも表現されています。並の痛みではなかったようです。

しかしパウロ自身は「思いあがらないように」と捉え、与え

られたトゲだと述べるのです。パウロほどではないにしても、

わたしたちも人知れず体のみならず、様々な悩み、苦しみを

持ちながら人生を歩んでいます。そのことに対して、「わた

しの恵みはあなたに十分である。神の力はわれわれの弱さの

なかでこそ発揮されるのだ」と前の９節で述べられているの

です。英語の聖書ではBut�I�am�with�you;�that�is�all�you�

need. となっていて、「わたしがあなたと一緒にいる。その

ことがあなたが必要とするすべてだ」と語られるのです。人

間的にはいろいろ悩みや苦しみもあるが、神様が共にいて下

さることで、すべてはまかなわれる。そのように神様は言っ

て下さるのです。

　6月 合計 合計P
1 飯田和也 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
2 伊左治正文 現金�Pt 現金�Pt 1500

1500切手�Pt 切手�Pt 0
3 伊藤琢哉 現金�Pt 現金�Pt 1500

1515切手�Pt 15 切手�Pt 15
4 尾関　明 現金�Pt 現金�Pt 2000

2350切手�Pt 切手�Pt 350
5 小尾雅彦 現金�Pt 現金�Pt 0

80切手�Pt 切手�Pt 80
6 川口　恵 現金�Pt 現金�Pt 1500

1500切手�Pt 切手�Pt 0
7 川本龍資 現金�Pt 現金�Pt 4500

4535切手�Pt 切手�Pt 35
8 河部　薫 現金�Pt 現金�Pt 5000

5060切手�Pt 切手�Pt 60
9 木本精之助 現金�Pt 現金�Pt 1500

1830切手�Pt 75 切手�Pt 330
10 久保田啓 現金�Pt 現金�Pt 1500

1630切手�Pt 切手�Pt 130
11 五島八郎 現金�Pt 現金�Pt 1500

1630切手�Pt 切手�Pt 130
12 小谷治郎 現金�Pt 現金�Pt 3500

3500切手�Pt 切手�Pt 0
13 塩田　保 現金�Pt 現金�Pt 2000

2020切手�Pt 切手�Pt 20
14 千賀　将 現金�Pt 現金�Pt 1500

1500切手�Pt 切手�Pt 0
15 相馬静香 現金�Pt 現金�Pt 2000

2025切手�Pt 切手�Pt 25
16 谷川　修 現金�Pt 現金�Pt 2500

2500切手�Pt 切手�Pt 0

　6月 合計 合計P
17 寺田仁計 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
18 中野美幸 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
19 中村　隆 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
20 西村　清 現金�Pt 現金�Pt 1500

1500切手�Pt 切手�Pt 0
21 深谷　聡 現金�Pt 現金�Pt 0

445切手�Pt 切手�Pt 445
22 義井裕子 現金�Pt 現金�Pt 1000

1025切手�Pt 切手�Pt 25
23 渡辺真悟 現金�Pt 現金�Pt 1000

1005切手�Pt 切手�Pt 5
24 鈴木　学 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
25 鬼頭栄子 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
26 加藤俊一 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
27 長井衣世 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
28 深谷朗子 現金�Pt 現金�Pt 0

0切手�Pt 切手�Pt 0
29 加藤邦子 現金�Pt 0

切手�Pt 0
現金�Pt 0 35500

日本区
送付BF
2500P

切手�Pt 90 1650

月　計 90 37150

BF ポイント一覧（2015 年）

月 巻頭言執筆 第一例会司会 ドライバー 第一例会レポート
8 牧　　賢範 義井　裕子 川本　龍資 千賀　　将
9 義井　裕子 渡辺　真悟 木本精之助 相馬　静香
10 渡辺　真悟 尾関　　明 久保田　啓 谷川　　修
11 尾関　　明 小尾　雅彦 五島　八郎 中村　　隆
12 小尾　雅彦 河部　　薫 ����-

月 巻頭言執筆 第一例会司会 ドライバー 第一例会レポート
1 河部　　薫 加藤　俊一 塩田　　保 西村　　清
2 加藤　俊一 川口　　恵 鈴木　　学 義井　裕子
3 川口　　恵 川本　龍資 千賀　　将 渡辺　真悟
4 - -
5 川本　龍資 木本精之助 相馬　静香 尾関　　明
6 河部　　薫 久保田　啓 谷川　　修 小尾　雅彦

2015 年〜 2016 年　各担当
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6 月メネット例会
総会報告

と　き：2015 年 6月 20日（土）

ところ：三越「東洋軒」

議題 �1　今年度をもって退会される飯田、小谷メネットへ

の感謝の時をもった。

　　�　YMCAのバザーのため長年、ケーキ焼きを担当さ

れた小谷さん、複数回の会長や日本区大会のための働

きを果たされた飯田さんへ、伊左治会長と尾関さんか

らの謝辞と花束の贈呈を行う。

　2.�年間の活動と会計報告を承認。新しく、NPO「から

し種」会への支援（一口 5000 円）を行った。

　3.�2015 年度の予定

　　1）�第 3土曜日の例会と、メンの例会への出席、月毎

のプログラムは未定。

　　2）会計は五島メネット。会長は当分空席とする。

　　3）�運営方法としては、メンの例会時に、短時間のメ

ネットタイムを（別の場所で）持って立案や連絡

を行うという提案が出されたので検討をお願いし

たい。

　　4）「からし種」支援は続けたい。

　7月のメネット会は、メンの総会をもって、例会と

します。多数の参加をお待ちしております。

7月メネット会ごあんない

　会費は月額7,000円、年額84,000円です。特別メネット会員は年額24,000円です）
　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

▼ YMCA ニュース▼
　サマープログラムの募集が始まり約１ヶ月が過ぎ、おか

げ様で多くのプログラムでキャンセル待ちの盛況となって

います。YMCAに多くの子どもたちが集うことは本当に

嬉しい限りです。

　また、中学生バスケットボール大会や ICCPJ、日韓ユー

スセミナーなどのプログラムも継続して行われます。この

ような YMCAのプログラム一つひとつが多くボランティ

アに支えられていることを覚え、この夏も多くの方と共に

活動していきたいと思っております。

是非、皆さまもYMCAのプログラムにご参加ください。

・中学生バスケットボール大会：８月３日～８月１２日

・ICCPJ：７月１５日～８月１５日

・日韓ユースセミナー：８月１９日～２２日

・全国ユースリーダー研修会：９月１９日～２２日

メ　ン　　
7月� 16 日� 小尾　雅彦君

メネット　　
7月� 9 日� 川本　清美さん
� 21 日� 尾関　静枝さん

伊藤　琢磨君� 15pt
木本精之助君� 75pt
�　　計� 90pt

切手


