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　　主　　題（2016 ／ 2017）

国 際 会 長　　「我々の未来は、今日から始まる」　　　　　　　　　　　　　　

ア ジ ア 会 長　　「Y's 運動を尊重しよう」　

西 日 本 区 理 事　　「Y's 魂で、更なるY's の活性化を !」

中 部 部 長　　「出会い　ふれあい　響きあい　前へ進もう」

名古屋クラブ会長　　「燃やそう∞生きるちからを！」

2016 〜 2017　7 月号　(No832)

在　　籍� 25 名
第 1例会� 18 名
　　メネット� 2 名
ゲスト・ビジター�� 0 名
第 2例会� 10 名
　　メネット� 0 名
メーキャップ� 1 名
出席率� 80.0%
メネット会� 6 名
ゲスト・ビジター� 名

6 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 1037pt

現金 32270pt

小計�33307pt
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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� ◎

常　川� M

寺　田� ◯

中　村� ◯

西　村� ◎

牧� ◎

山　口� 　

義　井� ◯

渡　辺� ◎

鈴木（貞）� ◯

6　月　　個　人　出　席
第 一 例 会（6/14）
　　　（メネット）　尾関　西村
　　　　（ゲスト）　荒川（グランパス）　小林（南山）福川

メネット会（6/18）伊左治　加藤　尾関　西村　長井　深谷
日本区大会（6/25 〜 26）
　　　　　　　　　�川口　川本　河部　久保田　鈴木（貞）　

千賀　相馬　谷川　常川　中村　西村　牧
渡辺

第　2　例　会

と　き:2016 年 7月 19日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：8月例会・中部部会の準備他

　7月からワイズの新しい期が始まります。中部では、素晴らし
い働きをされた荒川中部部長のあとを私が引き継ぎます。荒川部
長とグランパスクラブのメンバーは全国リーダー研修会、リーダ
ーの卒業を祝う会、南山幼稚園と神沢保育園でのファミリーコン
サート、東北支援ツアーなどＹサ活動、地域奉仕活動を積極的に
行い、リーダーとの距離も縮め、何歩も踏み出されました。私は、
荒川部長の思いだけでも受け継いで前に進んでいきたいと思いま
す。私は主題を「出会い、ふれあい、響きあい、前へ進もう」と
し、ワイズでの人との出会い、新しいこととの出会い、新しい自
分との出会いを楽しみながら、ワイズの先輩や仲間とともにワイ
ズ活動を通して、前へ進んでいきたいと思います。
　名古屋クラブもここ数年、新しい仲間を迎える一方で、長くワ
イズへ貢献されてきたワイズメンの鏡というメンバーが何人も天
に召され、あるいは病気で退会されています。私たちが、ソンア
ンや紀の川、熱海のメンバーあるいは、西日本区のメンバーに温
かく迎えていただけるのも、先輩方の長年の温かい交流のおかげ
です。来年には創立 70周年を迎えますが、これも 50年以上在
籍のメンバーをはじめ多くの先輩方の愛と奉仕の精神による活動
のおかげです。私は先輩方に感謝し、伝統を尊重しつつ、進んで
いきたいと思います。
　8月には中部部会を開催します。ホストクラブとして、温かく
おもてなししたいと思います。一つの目標に向かってともに活動
することでクラブメンバーの絆が深まるといいなと思います。ま
た、クラブメンバーの皆様に、クラブ内や中部の行事に積極的に
参加していただければと思っています。どうぞ 1年よろしくお
願いいたします。

出会い	ふれあい	響きあい　
川　口　　恵

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

7 月例会プログラム
定期総会

と　き：2016年7月12日㈫　6:30p.m.〜8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
� � � 司　会� 塩田　保君
開会宣言　� � 会　長� 河部　薫君
ワイズソング
聖書朗読・祈祷� � 相馬静香さん
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�
　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
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ� � 常川　晴夫君
讃美歌　291
閉会宣言� � 会　長� 河部　薫君
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■■■� �第 2 例会レポート 	■■■
と　き　2016 年 6月 21日（火）7:00pm〜 8:30pm

ところ　名古屋YMCA

① �7 月総会議案作成は、谷川書記に 6 月 28 日までに原

稿を寄せ、谷川がこれをまとめて印刷、7月 7 日（木）

am6:30 〜名古屋 YMCAに集まり、綴る。

②�例会運営方式について、河部会長私案をもとに討議。いく

つかの店は試行的に実施してみる。例会時の改善提案につ

いては、7月第一例会で河部会長より所信表明として述べ

るものとする。

③�五島ワイズ逝去に伴って、規定に基づき弔慰金として

10,000 円を遺族に贈る。五島ワイズが担当しているホー

ムページは、新入会員の鈴木（貞）君と川本君に担当を依

頼する。

④ �IBC の日程は、西村ワイズより聖岩クラブに連絡、確認

してもらう。

⑤ �YMCAが今期始めて実施する学童キャンプの支援と要請

があった。� （谷川　修）

■■■� �第 1 例会レポート 	■■■
と　き　2016 年 6月 14日（火）7:00pm〜 8:30pm

ところ　名古屋YMCA

　今年度最後の例会はス

ピーカー袖山卓也氏の都合

で、初めに「介護」全般に

ついての卓話で始まりまし

た。専門用語は使わず具体

的にサポートする方法など

基本的にはその人の経てき

た暮らしや習性など把握し

相手に沿う、相手の立場になることの大切さなどと介護保険

の成り立ちについて伺うことが出来ました。

　続いて「鈴木貞祥君」の入会式が行われた。入会式式文の

中で河部会長がワイズメンであることの 5つの特別の意味

について読み上げられ、その中で改めて原点の一つである「ワ

イズメンである事は、義務が全ての権利に先立つことを承認

する事を意味します」が意識させられました。

　入会した鈴木君、今後の活躍が期待です。その他、西日本

区大会の報告などがあり定刻 20時 30分無事終了。

(小尾　雅彦 )

《五島はっちゃんを悼む》	
　病の為年度末に退会をしたいとの

知らせを受けその後何日も経たな

い 6月の第二例会での訃報。「え ?!」

亡夫相馬康人ワイズが名古屋学院高

校 2年担当クラスの級長で、当時新

婚家庭の我家に、その後もよく訪れ、

仲人も頼まれお引き受けした五島八郎さん。1977 年名古屋

クラブの会長に就任、9月に四日市クラブをチャーター、翌

年 5月ソウル聖岩クラブとの IBC締結。兎に角若い会長を

支えようとクラブメンバーが総力を挙げ 1977 年 10 月から

40 ヶ月連続例会出席 100％が始まった時のこと等 40余年

前のご活躍が思い出されます。BFの鬼と言われた中田武ワ

イズ（五島さんの大学の恩師）の薫陶を受け、BFオーソリ

ティ。使用済み切手の整理に、現金ポイントを加え東日本区

フィラテリストへの発送業務等、またクラブのホームページ

の担当と誠に感謝です。

　メネットナイト 55 周年記念会の司会の美代さん、はっ

ちゃん、恩師のご遺志を終生継ぐ夫婦同士。

See�You�Again!� （相馬　静香）
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第 19回西日本区大会レポート

　６月はワイズ年度末、恒例の西日本区大会が 6/25・26

の日程で開催され、名古屋クラブ１２名で大会出席しました。

大会テーマは、「今までも、これからも」、合言葉として「離

れていても心は一つ」。遠藤理事が期を通じて、その「思い」

を活動の中心としてこられた「東日本大震災」を、新たな記

憶として思い起こす事の出来た大会であったと感じます。目

まぐるしい変化の中で生きる私たちにとって５年という歳月

は過去の事として片づけてしまいがちで、事実多くのボラン

ティア団体が東北からの撤退をしている現状です。しかし、

ワイズとＹＭＣＡはこの震災を忘れない！今までの多くの支 援に対する各ワイズメン・各ＹＭＣＡメンバーの貢献への感

謝を分かち合うと共に、今後も東北の人々に寄り添う支援を

続けていく事を共有できた「恵み」が与えられた、素晴らし

い大会でした。

　東日本区の北東部に「石巻広域クラブ」がチャーターされ

ました。今大会にも参加いただきました、清水弘一メンのお

姿に感動しました！　これだけで参加した意義があったと感

謝しています。

　大会の詳細につきましては、中部ＨＰに大会レポートが既

に掲載されています。是非ご一読ください。　（川本　龍資）

「各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうしようと
心に決めたとおりにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくだ
さるからである。」�

コリントの信徒への手紙二　9章 7節

西　村　　清

　６月に西日本区大会が終わり、理事の交替式もあって、新

しい理事がその活動を開始、同時にワイズメンの新しい年度

も始まりました。各クラブでも

新会長がその職につかれました。幸いわがクラブは河部薫会

長が引き続いてもう一年会長を引き受けて下さることになり

ました。第二例会の役員会で河部会長の留任が決まった時は

まさに今月の聖句のように、河部会長の思いを表明して下さ

ったように思います。

　「早く出した者は二倍出したのと同じ」と、古いラテン語

のことわざにあります。最善の贈物は、要求されてから出し

たものではなく、求められる前に出した贈り物であり、また

必要にせまられるまで待ってからではなく、積極的に自らの

意志で与える贈物であるという。神が愛されたのは、喜んで

施しをする人である、とパウロも述べています。

　しかしわたしたちの現実は労力を出したり、お金を人のた

めに出すことには抵抗を覚える人が多いように思うのです。

しかし自分のためには割合平気でお金を使うのが常です。阪

神大震災に遭って、長年自分が集めてきた高価な食器を全部

壊されてしまった人が、しみじみと言いました。「もう二度と、

高いものを買い集めようとは思いません。毎日の食事に必要

なものだけで十分です」。これは平穏無事な時には考えられ

なかった「むなしさ」を味わった人の言葉です。

　わたしたちが人に施しをし、人のために何か尽くすこと

は、その施しを受けた人の喜びであり、また施した人の喜び

でもあります。聖書ではここで（８節）、「喜びにあふれてい

る」という言葉アウタルケイアが使われています。これはス

トア派の哲学者が好んで用いた言葉で、すべてのものを豊富

に持っている人の充足を意味する言葉です。しかも財貨を蓄

積することではなく、わずかなもので満足し、物がなくても

やっていけることを学んだ人の姿で、そのような人こそ充実

した、喜びにあふれた人の状態、アウタルケイアだというの

です。心に留めるべきことばかと思うのです。
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7 月のメネット例会はお休みです。

7月 12日メンの総会に合流いたします。
　

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

メネット会

と　き：6月 18日（土）10:30 〜 14：30
ところ：名古屋YMCA

　総会として2016年度の会計と活動報告を了承していた
だきました。
次期会長　深谷
　　会計　加藤の両メネットに引き受けて頂きました。

　軽食の後、加藤さんがご持参の大量の折り鶴をつなげて
“千羽鶴”状にしました。台湾に持参していただいて、何
かのお役に立ててくださればと願います。� （西村）

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

7 月	 Kick-off
	 EMC-MC

MCは新会員増強と意識高揚を図ること。
楽しく充実した例会運営を図り、メンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作りを目指
しましょう� 山籘　哉　EMC事業主任・京都グローバルクラブ

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 鬼頭　栄子 千賀　　将 寺田　仁計 加藤　俊一
9 木本精之助 相馬　静香 中村　　隆 川口　　恵
10 久保田　啓 谷川　　修 西村　　清 川本　龍資
11 鈴木　　学 常川　晴夫 牧　　賢範 鬼頭　栄子
12 塩田　　保 河部　　薫 ����- 木本精之助

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 寺田　仁計 義井　裕子 久保田　啓

2 千賀　　将 中村　　隆 渡辺　真悟 塩田　　保

3 相馬　静香 西村　　清 尾関　　明 鈴木　貞祥

4 - - - -

5 谷川　　修 牧　　賢範 小尾　雅彦 鈴木　　学

6 河部　　薫 義井　裕子 加藤　俊一 千賀　　将

2016 年〜 2017 年　各担当

西日本区強調月間リスト

▼ YMCAニュース▼
　震災支援募金のお願い

　まだまだ、被災地では多くの支援を必要としています。

お近くの YMCAに直接お持ちいただくか、右記銀行口座

にお振込みください。

▶振込先

三菱東京UFJ銀行�上前津支店

（普）0573508　公益財団法人�名古屋 YMCA

※住所・氏名・電話番号もお忘れなくご記入ください。

※お振込みの際は、お名前の前に「熊本地震」とご記入

ください。


