
THE  SERVICE   CLUB   OF   THE  YMCA

CHARTERED    AUGUST  27,  1947

c/o　NAGOYA  YMCA   2-7,  HARUOKA, 1CHOUME CHIKUSA-KU,  NAGOYA,  464-0848  JAPAN

AFFILIATED   WITH   THE   INTERNATIONAL    ASSOCIATION   OF   Y’S   MEN’S   CLUBS
INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

○第 1　　第 2　　◎第 1・第 2　Mメーキャップ

　　主　　題（2015 ／ 2016）

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　11 月号　(No824)

在　　籍� 23 名
第 1例会� 19 名
　　メネット� 5 名
第 2例会� 9 名
　　メネット� 名
ゲスト・ビジター�� 1 名
メーキャップ� 名
出席率� 82.6%
メネット会� 7 名
ゲスト・ビジター� 1 名

10 月クラブ出席 B　　　F

切手� 135pt

現金� 0pt

小計� 135pt

切手� 295pt

現金� 5000pt

小計� 5295pt

10
　
月

累
計
（
７
〜
10
月
）

伊左治� ◯

尾　関� ○

小　尾� ◎

加　藤� ◯

川　口� ◎

川　本� 　

河　部� ◎

鬼　頭� ◯

木　本� ◯

久保田� ◎�

五　島� ◎

塩　田� ◎

鈴　木� ◯

千　賀� ◯

相　馬� ◯

谷　川� ◎

寺　田�

中　村� ◯

西　村�

牧� ◎

山　口�

義　井� ◯

渡　辺� ◎

10　月　　個　人　出　席 第 一 例 会（10/13）
　　　　（メネット）�伊左治　五島　長井　西村　尾関
　　　　　（ゲスト）�松垣さん
ソンアンクラブ 40周年記念式典（10/16）
� �尾関、小尾、川口、河部、鬼頭、相馬、

義井
　　　　（メネット）�尾関
　　　　（コメット）尾関
メネット会（10/17）�
　　　　（メネット）��伊左治、飯田、五島、加藤、長井、西村、

深谷
びわこ部会（10/10）川口　塩田
次期役員研修会（10/24）川口
京都部会（11/1）川口

第　2　例　会

11 月例会プログラム

と　き:2015 年 11月 17日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：12月例会の件他

　私は 32歳の頃、昼頃になると発汗するので、近くの町医者

に診察を受けましたら、これは結核です、直ぐに治療が必要で

す、今は良い薬が有りますので「3ヶ月絶対安静に治療すれば

治ります」と宣言されました。

　近江八幡に近江兄弟社が運営するサナトリアム（結核専用）

が在ることを、姉（主人は兄弟社に勤務）より聞いていたので

姉に頼み申し込みました。当時は何所も満員でしたが、数日後

に病床が空いた知らせがあり入院となりました。（中略）

　退院が近づいた頃、高原順さんと出会いました。彼は私の家

族（父母、姉妹）の事を良く知っていた。（後で名古屋YMCA

の主事であったと知りました）

　高原さんとは同室中二人で讃美歌を歌いました。その中に彼

の望みで再三、合唱した曲は「やすかれわがこころよ」で、強

い印象を受けました。

　退院して YMCA会員になった翌年、東根総主事に勧められ、

名古屋ワイズメンズクラブに入会する事となりました。驚いた

事にサナトリアムで高原さんと一緒に何回も歌った曲がワイズ

の曲でした。この歌に導かれワイズメンになったと想い起こし

て居ます。

　ワイズ、ソングに想う　

尾　関　　明　

会　　長　河部　薫
副 会 長　渡辺　鈴木

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

と　き：2015年11月10日㈫6:30p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA　

　� � � 司　会� 小尾雅彦君

開会宣言　� � 会　長� 河部　薫君

ワイズソング

ゲスト紹介

聖書朗読・祈祷� � 塩田　保君

食事

プログラム

　「組織暴力団・県警の組織の問題」　

　　　　　　　　　　　下澤　公男氏

入会式　　　　　　　　常川　晴生君

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　452

閉会宣言� � 会　長� 河部　薫君
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■■■�第 1 例会レポート � ■■■
と　き　2015 年 10月 13日（火）
ところ　名古屋YMCA

　10 月第一例会は、にじいろアトリエ主宰、色彩アートセ
ラピストの牧村幸恵さんをゲストスピーカーとしてお招きし、
「色彩が身体と心に及ぼす影響」と題しての卓話でした。ま
ずは、講師が用意された塗り絵デザインに、銘々が好きな色
付けをする塗り絵にチャレンジ。その色合いから、個々のメ
ンバーのその時の心境、心根などを推察されて、講師がみん
なに披露、これが結構思い当たったり、素敵な色づけに感嘆
したりで、一気に場が盛り上がりました。そして、古代エジ
プトやギリシャの時代にさかのぼる歴史を紹介され、治療に
も用いられていたこと、近代に入り、フロイト、ユングら精
神分析の実践と研究成果とが合わさって色彩アートセラピー
が生まれた経緯が紹介されました。自由に色彩表現すること
で心の無意識のうちに抑え込んでいる様々な思いや葛藤など
が表出されて治療へとつながるということでした。赤色はエ
ネルギー、黄色は前向き、甘え、寂しさ、無彩色は沈黙、抑制、
紅色は様々な思いが混在し、迷っている、青色は永遠、自立、
集中、孤独といった特徴があるとの話に、そういえば、いつ

になく気合いが入っている朝などは、赤系統の服やネクタイ
を締めるものだなと納得したことでした。
　最後に、アートセラピーの効果として、ストレスケア、コ
ミュニケーション向上、人間関係改善、適正発見、自己実現
などがあげられ、子育てから高齢者のケアなどの場面に幅広
く活用され、今後さらに活用分野が拡がっていくことが期待
も込めて話されて締めくくられました。人との関わりにお
いて、相手の人の心境を、そして世の中の風景、そこに施さ
れた色彩から物事をとらえてみる、そんな発想を拡げる良い
きっかけを与えられたことでした。� ( 谷川　修 )

■■■��第2例会レポート� ■■■

①　全国YMCA青少年セミナー研修会負担の件
②　チャリティーランの分担・協力　みたらし参加者の確認
③　�南山ピースフルサンデーの協力について名古屋クラブの

メンバーはお客様として積極的に参加するよう。
④　名古屋YMCA大会 11月 28日（土）
　　名古屋YMCA幼稚園講堂　
　　PM2：00〜 YYフォーラム他

⑤　クリスマス例会　12月 5日（土）
　　ガーデンパレス
　　内容　アルゼンチンタンゴの演奏（4人バンド）
　　　　　YMCASTAFF3 名を招待する。
　　　　　その他　�詳細（運営、進行、プログラム等）はク

ラブサービス委員に委任する
⑥　チャリテーゴルフ大会　11月 14日（土）
　　参加者の確認　�小尾　加藤　鬼頭　河部　塩田　中村　

牧　渡辺
⑦　第一例会の出欠連絡は前週金曜日午前中に担当主事迄。

びわこ部会参加報告

10 月 10 日 ( 土 ) びわ湖国民休暇村にて。環境保護の観点
から琵琶湖の水を毎日飲んでいるという嘉田前滋賀県知事の
講演につづき、懇親会は芝生広場で琵琶湖にうかぶ沖島を眺
め、近江牛すきやき弁当を食べながらリラックスした雰囲気
で行われました。坂井部長はじめ、お揃いのポロシャツを着
た近江八幡クラブメンバー総出で手作り感あふれる和やか部
会でした。びわこ部は今年初めてチャリティ・ランを開催予
定です。� ( 塩田　保 )

京都部会参加報告

11 月 1日 ( 日 ) 京都ホテルオークラにて出席者は 400人以
上。部会は交流の場としてオーソドックスに楽しんでもらい
たいという高田部長方針のもと、懇親会ではバイオリンコン
サートほか、南米クスコ出身の兄弟 ｢フローレンス・デュオ
｣による民俗音楽は踊りだす人がいるほどのりがよく、皆で
歌い楽しかったです。京都部は 19番目のワイズを舞鶴に設
立準備中です。� ( 川口　恵 )

昭和 52年� 法政大学卒　県警小牧署　交番勤務
昭和 56年� 県警本部　捜査４課　暴力団捜査に従事
平成 17年� 退職　行政書士（現在、許認可業務等に従事）

第一例会

講師紹介 下澤公男氏
プロフィール
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ソンアンクラブ 40周年記念式典に
　　　　　　　　　　　　　参加して

　10月 16 日 ( 金 ) ソウル YMCAで開催されたソンアンク

ラブ 40周年記念式に名古屋クラブから 9人 (*1) が参加し

ました。仁川空港で多くのソンアンメンバーの出迎えをうけ、

ソウル YMCAに。例会前には 8月の日韓ユースセミナーで

ユースを引率し名古屋にいらしたソウル YMCAの Han 氏、

Rhee 氏らスタッフからお茶によばれ、団長やホームステイ

受け入れをした名古屋メンバーが思い出を語りました。続

く 40周年記念式典では、4月に申メネットと名古屋にいら

した徐会長の挨拶、初代会長白氏の挨拶、河部会長の祝辞な

どがあり、第 2部の祝賀会では、壇国大学国楽科教授であ

る徐会長の教え子による伝統音楽の演奏、アリランの歌や踊

りなど華やいだ雰囲気でした。2日目はDML（非武装地帯）

近くの北朝鮮が掘った第 3トンネルを、ヘルメットをかぶ

りトロッコで地下にくだったあと背の高い人は低い天井に頭

をぶつけながらの見学。昼食後はヘイリ芸術村で緑に囲まれ

た庭でのお茶、ソウルに戻り仁寺洞の韓国料理店での送別

会。3日目は空港へ向かうバスの中で 2017 年は名古屋クラ

ブ 70 周年に、2025 年はソンアンクラブ 50 周年への参加

を約束。今回、名古屋クラブのために早くから準備してくだ

さった直前会長梁氏、白氏をはじめ、いつも家族のように暖

かくもてなしてくださるソンアンクラブメンバーに感謝です。

37年の長きにわたり続いた IBC交流を今後も大切にしたい

と思います。70周年には名古屋クラブ総出でソンアンクラ

ブメンバーを心からおもてなししたいと思います。　

(川口　恵 )

「わたしたちは、このような希望によって救われているのです。
見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているも
のをだれがなお望むでしょうか。」�

ローマの信徒への手紙８章２４節

西　村　　清

　文科省の調査で、東京都内の小学校で「将来の夢」という

テーマで卒業論文を書かせたが、３分の１は何も書けなかっ

たと天声人語で紹介されていた。作家の村上龍さんは近未来

小説『希望の国のエクソダス』（文芸春秋）の中で、中学生

に言わせて、「この国には何でもある。本当にいろいろなも

のがある。だが希望だけがない」と。

　考えてみると、希望とか夢とか現実に今の段階で存在して

いないから、将来に向かって希望を持ち、夢を描くのであっ

て、それに向けて努力し、忍耐して進んで行く時に、それが

実現するのだというのです。現実に留まる限り、それは後退

を意味します。希望をもって一歩踏み出すことこそ、希望が

実現していくことになる。困難や重圧にたじろぎ、消極的に

なる中では希望は実現しないのです。

　藤田敏雄作詞、いずみたく作曲で、岸洋子が歌った「希望」

という曲がヒットしたことがあります。「希望という名のあ

なたをたずねて、寒い夜ふけに、また汽車に乗る。となりの

席にあなたさえいれば、悲しみだけが待っていようと、この

世の終わりがもし来ようとも、地のはてまでもと約束するの

に。だのにあなたはどこにもいない。わたしの旅は笑顔のな

い旅。」これは３番の歌詞ですが、世相を反映している歌か

もしれません。

　ゲオルギーの『２５時』という小説に、「たとえ世界の終

末が明日であっても、私が明日死ぬことがあっても、私は今

日リンゴの樹を植える。それを私がしなければならないなら

ば」という一節があります。明日があると信じるから、あれ

もしよう、これもしようと希望をもって計画を立てます。明

日がわからなければ不安になり、おろおろするのが普通です。

しかしこの著者は、明日はわからない、だから、今日リンゴ

の樹を植えるというのです。どんな時でも精いっぱい生きて

いくことではないでしょうか。
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　10月メネット例会

と　き：2015 年 10月 17日（土）10：00〜

ところ：名古屋YMCA4階ロビー

　秋天の朝、飯田純子様をお迎えして、愛実の会 Xmas

プレゼント作りを教えて頂きました。持ち寄りのプリント

布の裏打ち、型紙に沿ってピンキング鋏で裁断、色合わせ

の良い 2種の布をパズル模様に組み合わせて。仕上がり

までが大変！歳相応のもたつきや、「お互いに年取ったわ

ね」の苦笑いも混じって、ワイワイガヤガヤと楽しみな

がら 25個が仕上がりました。体調がすぐれないなかご出

席下さった飯田様に心より感謝申し上げます。次回には、

40個を目指します。

　おにぎりとコロッケのランチを頂き、長井さん持参の

「あけび」は紫の楕円の実の中に、白い不思議な果肉を宿し、

私にとって初めての秋の珍味でした。

　90歳を超えた、尾関夫妻はソウルへお出かけとか。相

も変わらぬY's スピリットに尊敬の念を捧げると共に無事

のご帰国をお祈り申し上げます。

（深谷朗子）　

11月 10日（火）PM2時〜　YMCA5階

　今回のみ都合により日時を変更します。

　前回につづいてXmas オーナメントを仕上げます。

お願い　

　�愛実 X'max を今年は行えるかどうか、人手が足りないの

で迷っています。今年だけでもお手伝いいただけません

か？心からお待ちしています（12月 12日予定）

11月メネット会ごあんない

▼ YMCAニュース▼
　10 月 25 日に南山ファミリーＹＭＣＡでバザー『ピー

スフルサンデー』が行われました。今年度も南山幼稚園の

在園児の保護者の方やワイズメンズクラブの方、ユース

リーダーやフィットネスの会員の方など多くの方のご協力

をいただきました。また、名古屋クラブからも多くの方が

会場に足を運んでいただき、一緒に楽しんでいる姿も見ら

れ、ＹＭＣＡの関わる多くの方が集うステキな会となりま

した。そして、何よりも子どもたちの笑顔が溢れる１日と

なったことに感謝です。

　秋から冬にかけては、ＹＭＣＡの行事も多くあります。

是非、ご協力いただきますようお願いいたします。

ＹＭＣＡ予定

◯１１月　７日（土）

　���第 22 回名古屋ＹＭＣＡ

　　　インターナショナル・チャリティラン 2015

◯１１月１４日（土）

　名古屋ＹＭＣＡチャリティゴルフ大会 2015

◯１１月２８日（土）

　第２回名古屋ＹＭＣＡ大会　Ｙ・Ｙフォーラム 2015

◯１２月２３日（祝）

　クリスマスキャロル in ＪＲセントラルタワーズ 2015

メ　ン　　
11月�30 日�寺田　仁計君
メネット　　
11月�3 日� 小尾　昌代さん
� 4 日� 長井　衣世さん

　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

切手
　小尾　雅彦君� 120pt
　義井　裕子さん� 15pt


