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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　3 月号　(No840)

在　　籍� 22 名
第 1例会� 16 名
　　メネット� 2 名
ゲスト・ビジター�� 1 名
第 2例会� 11 名
　　メネット� 0 名
メーキャップ� 0 名
出席率� 81.8%
メネット会� 6 名
ゲスト・ビジター� 2 名

2 月クラブ出席 B　　　F

切手� 770pt

現金�未集計 pt

小計� 770pt

切手� 1478pt

現金�未集計 pt

小計� 1478pt
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伊左治�

尾　関� ◯�

小　尾� ◎

川　口� ◦

川　本� ◎

河　部� ◎

鬼　頭� 　

木　本� ◯

久保田� ◎

塩　田� ◎

鈴木（貞）� ◯

鈴木（学）� ○

相　馬� ◎

谷　川� ◎

常　川� ◯

寺　田�

中　村� ◦

西　村� ○

牧� ◎

山　口�

義　井� ◯

渡　辺� ◎

2　月　　個　人　出　席
第 一 例 会（2/14）
　　　　　　（メネット）� 尾関　西村　

メネット会（2/18）� �伊左治、尾関、加藤邦、長井　西村
深谷

　　　　　　　（ゲスト）� 河部　久保田　　　　　　　

大阪なかのしまクラブ 20 周年（2/11）　 河部　谷川

第　2　例　会

と　き:2017 年 3月 21日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：4月例会　　その他

　熱海グローリークラブより「2月 24日竹内敏朗ワイズ御逝
去」の報で数多くの東西ワイズが悲しみ、これまでのご努力ご
親切に感謝し、功績を称え、御冥福を祈られたことと思います。
横浜クラブから皆様と熱海クラブ、後熱海 YMCA設立、理事
長としてワイズ運営を続けられ、更に熱海グローリークラブ
を設立し、2014 年チャーター 30周年記念会を立派に開催さ
れました。トライアングルDBCの和歌山紀の川クラブと我が
名古屋クラブも招かれ、「希望をもとう！」スピーチの矍鑠と
したお姿に感動しました。静岡にY's を！の熱望に富士山部は
300名弱に達し、想像を超えたご努力が伺えます。
　その間一望閣当主竹内ワイズは1975年熱海ニューフジヤホ
テルでの国際大会実行委員長、第 25代日本区理事、第 59代
国際会長等歴任され、国内外の大会・役員会にも度々ご出席と
拝察します。
　1985 年ミッドイヤー・ミーティングを終えられ、国際役
員ご夫妻方々をマイクロバスで自ら運転、名古屋を訪問され、
当時の野村日本区理事・相馬中部部長開催の歓迎会。その折
Home�Stay されたウルグアイのWoodワイズと以降Keep�in�
touch のオーストラリアワイズMorrell ご夫妻。
　思い出されるのは、あの竹内ワイズの優しい眼差し、2011
年長井ワイズが準備・知多での小野浦ホテル３クラブ交流会で
した。勝又・真弓・私相馬３クラブ会長時の特別の感慨深い再
会でした。最後は 2015年ウェスティン都ホテル京都でのアジ
ア地域大会。邦江メネット、勝木吉夫ワイズ、谷口泰幸ワイズ
他の多くの先立たれた先輩方と共に私達Y's の働きを天から見
守っていられるでしょう。心から感謝申上げます。

熱海グローリークラブ（ＤＢＣ）

竹内敏朗ワイズを偲んで
相馬　静香

会　　長　河部　薫

副 会 長　渡辺　鈴木（学）

書 　 記　谷川　

会　　計　塩田　川口　
ブリテン　久保田　伊左治　川口

3 月例会プログラム
タイム オブ ファースト

と　き：2017年 3月 14日㈫ 6:30p.m. 〜 8:30p.m.
ところ：名古屋YMCA
　� � � � 司　会　西村　清君
開会宣言　� � � 会　長　河部　薫君
ワイズソング
聖書朗読・祈祷� � 小尾雅彦君
食　事
プログラム　
　　「70周年記念行事についての協議」
　　　　　　　　　　　　進行　渡辺真悟君
　　　　（�25・40・50・60 記念誌を所有の方は是

非ご持参ください）
諸報告
ハッピーバースディ
ドライバースピーチ� � 尾関　明君
YMCAの歌
閉会宣言� 　　　　　　　会　長　河部　　薫君

今月は TOF のため食事はありません
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き　2017 年 2月 21日（火）

ところ　名古屋YMCA

① �3 月第一例会は、70周年記念行事について話し合う。こ

れを前提として、70周年記念行事について審議。周年記

念行事は 2018 年 1 月〜 2月に開催したい。周年記念会

誌を発行する。周年記念グッズをつくる。周年記念事業と

して、YMCAのプログラム支援、関係団体への寄付を実

施するという渡辺案をもとに話し合ったことを踏まえて、

3月例会で討議し、２つくらいの少実行委員会ですすめて

いく。その組織体制案も渡辺ワイズより提案してもらう。

②�次期会長・主査研修会は、3月 18 日〜 19 日に大阪で開

催。次期会長予定の谷川と EMC主査予定の河部が参加す

る。次期役員、部門担当指名は、2月第二例会で谷川提示

の案をもとに審議、ここでの議論を受けて、谷川が再度第

一例会で提案する。

③��ホームページの更新が進んでいないが、担当の川本、谷川、

鈴木貞で一日も早い更新をおこなう。

④ �DBC交流会が和歌山紀の川クラブがホストとなり、5月

13 日〜 14 日、和歌山白浜温泉で開催される。参加費 1

万円。14日（日）が東海クラブの 50周年例会と重なる。

親クラブとしては、誰かがこれに参加したほうが良いため、

二手に分かれることにする。

⑤�グランパスクラブが中心となり東北復興応援ツアー�4 月

8日〜 10日で行われる。名古屋クラブからは渡辺と川本

が参加の予定。

⑥ �YMCAの今後の予定

　�2 月 22 日は世界中でいじめをなくそうの趣旨のピンク

シャツデー。3月 11 日は東海クラブがホストとなって、

杉原千畝人道を歩くチャリティウォーク、東日本大震災犠

牲者追悼式を開催予定。3月20日は、名古屋地区リーダー

感謝会が南山 YMCAで開催予定。参加可能なワイズは参

加をと呼びかける

⑦�西日本区に拠出する献金について、塩田会計より、3月第

一例会で最終集金し、不足する分は経常会計より拠出して、

区の目標額を送金することが提案され、これを決めた。

⑧ �4 月 1日開催のかみさわ保育園 3周年記念コンサート実

施に際して、資金援助の要請があり、3月第一例会で集金

することとした。

⑨�小尾ワイズより、5月 28日に南山寮の児童を招待して行

う潮干狩りについて提案があり、招待先をさらに拡げる考

えについて検討。　　���� （谷川　修）

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き；2017 年 2月 14日 ( 火 )

ところ；名古屋YMCA

　2月例会の最も重要な報告事項は、来期の 70周年記念事

業について、渡辺実行委員長より来る 3月 14日（火）の第

一例会にて検討事項／問題点など集中協議するので出来る限

り“全員参加”して討議が出来るうようにとのアピールがあ

りました。

　今月の講師は「韓国流健康管理法」と題して、桜井由美氏

にお話いただきました。この考えは、自分の体質を見直して

良く理解し、生活習慣や食事を改善して健康に過ごす“未病”

の奨めです。人間の体質を四つのタイプに分類します。

　１. 太陰人：割合 20％程度（例クリントン、安倍）

　２. 少陰人：割合 70％程度（例ペ・ヨンジュ）

　３. 太陽人：割合 0.1％（例ナポレオン、ヒットラー）

　４. 少陽人：割合 10％程度（例スカーレット・オハラ）

　用意されたアンケート 10項目の答えにより、自分のタイ

プが分かるとのことでしたが、私の場合は 2と 3が同数で

よくは分かりませんでした。今回は簡単なもので、本来はもっ

と多項目のアンケートでかなり正確に分かるとのお話でした。

　日常的に只なんとなく惰性的な生活を送るのではなく、自

分の体質や正確を再認識して、それに適した生活習慣や食事

をするように考えを改める良い機会であったと感じました。

　桜井先生は社団法人韓方（ハンパン）スタイル協会の幹事

広報部長としてお働きの他、臨床検査技師として今ガン治療

の最先端技術である免疫細胞治療（免疫細胞を取り出し増殖

活性後、戻し入れる）をされています。

　最後に会計よりお願い：西日本区献金の期限が迫っており

ますが、多くの方から入金いただき深謝です。未だの方は何

卒宜しく一人辺り目標 3000 円を早急にお願いします。

※BF資金（国際交流資金―使用済み切手／現金＠ 1500 円）

※CS資金（地域奉仕資金―年賀切手／現金＠ 1500 円）

（3月例会で、または郵貯振込みでお願いします。）

（塩田　保）
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『人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、
何の得 ( ﾄｸ ) があろうか。自分の命を買い戻すのに、どんな
代価を支払えようか。』�

マルコによる福音書 8章 36〜 37節

西　村　　清
　

　弥生３月、暗い、寒い時から、希望にあふれた明るい、ま

た暖かさが一段と増し加わる季節を迎えました。草木もいよ

いよいのちに溢れて、成長する時です。

　そしていのちの尊さは何ものにも代えがたいものです。物

は取り換えられますが、いのちはそう出来ないが故に尊いと

言えるのでしょうか。

　ところが昨年、７月に相模原市の障がい者施設で、この施

設の元職員によって、１９人が殺害され、２６人も重軽傷を

負わされました。犯人は「（知的）障がい者が生きているの

は無駄だ」と書いたビラを施設近くでまいたということです。

「意志疎通が出来ない人たちは、幸せを作れない」「障がい者

を殺害すれば日本のためになる」と自らの行為を正当化して

いる。

　かつてナチスドイツは、重い障がいのある人を「価値なき

生命」とみなし、「安楽死」計画（T４作戦）を遂行し、犠

牲者は２０万人以上だったと見られています。「労働能力で

人間の価値に優劣をつける」という思想につながるものです。

殺人という極端な形でないにしても、この考え方はわれわれ

の社会、経済活動の中では日常茶飯事です。

　わたしたちのいのちは与えられたもの、自らの意志で生ま

れて来た人は誰もいないのです。だからこそどのようなかた

ちであれ、それぞれのいのちは掛け替えのない「いのち」な

のです。人間が与えたものではなく、神が与えて下さったも

の、ということが出来ます。誰一人おろそかにされてはなら

のです。旧約聖書イザヤ書４３章４節に「わたしの目にあな

たは価高く、貴く、」とあります。英語の聖書ではVIP( ベ

リー�インポータント�パーソン )と記されています。自分の

いのちも、他の人のいのちも掛け替えのないものとして大切

に考えていきたいと願うのです。

Time of Fast Global Project Fund（TOF-GPE）
世界の飢餓に苦しむ人々のために、ある月のクラブ例会の食事を抜きにしてその分の金額を国際に
集め、その年度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動。いわゆる途上国で民生向上のため苦闘してい
るYMCAの活動を選ぶことが多い。

TOF とは

ユースリーダーとの懇親会　

　毎月、名古屋ワイズの例会の時にロビーでミーティングを

しているユースリーダーたち。

　その中に、鈴木学ワイズの大学の後輩がいることがわかり、

食事にお誘いいただいたことで今回の懇親会が実現しました。

　毎月、ユースリーダーとワイズが顔を合わせる機会がある

けれども、あいさつをするだけで、名前もよく分からない。

そんなユースリーダーとワイズが今回ともに食事ができたこ

とで、お互いの距離が縮まったように感じました。

＝参加したユースリーダーの感想＝　

安井 聡臣（らーめんリーダー）

　名古屋ワイズの方々と楽しいひとときを過ごさせてい

ただきました。焼肉おいしかったです。

　今回このような機会を設けていただき、ありがとうご

ざいました！

杉本　千穂（せせリーダー）

　一緒に食事をすることができ、いろいろなお話をさせ

ていただき、とても楽しい時間でした。

　これからもいろいろな場面でご一緒できることを楽し

みにしています。ありがとうございました。

伊藤　優希（ANA リーダー）

　おいしい焼肉とおもしろいワイズの方のお話で、とて

も楽しかったです。

　ふだんワイズの方とお話をすることがあまりないので、

とても良い機会になりました。

　またいろんなお話を聞かせてください。ありがとうご

ざいました。
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と　き：3月 18日（土）10：30〜

ところ：名古屋YMCA　5階ホール

　4月メネットナイトのプログラムの内容についての話し

合い。

お報せ：�2 月 24 日、加藤邦子メネットのご夫君加藤晃さ

んが逝去されました。心よりお悔やみ申し上げ、

ご遺族への慰めが豊かに与えられますようお祈り

致します。

3月メネット会ごあんない2 月メネット会 

と　き：2月 18日（土）10：00〜 14：00

ところ：名古屋YMCA

　今回は本当に久しぶりで古切手の整理をしました。長年

五島メンの担当だったストック分、ダンボール一杯？を楽

しく切りまくりました。もう長年、価格低落でそろそろ

BFも見直しかな、の声も。助っ人に来て下さった久保田

メン、河部会長もご一緒にあれこれおしゃべりしながらの

半日はメネットナイトのこと、そもそもメネット会の今後

について等々。新鮮な目で見てくださっている河部会長の

「メネット会論」も大変示唆に富み、私たちの固まった頭

をほぐして下さる刺激ともなりました。同時に現メンバー

の高齢化という限界もあり、次世代へのバトンタッチ（そ

れが可能なら）には、新メンバーのメンメンのリーダーシッ

プに大きく期待する節目の年、とも思わされました。

▼ YMCA ニュース▼
　東日本大震災から 6年目を迎えようとしています。被

災地では、多くの方の力により復興に向けての歩みが進

められています。しかしながら、今なおふるさとに戻れ

ず、12万人以上の避難者の方が避難生活をされています。

YMCAでは、災害で苦しむ人々に寄り添い、これからも

支援を続けていきたいと思います。

3 月の予定
　3月 11日（土）10：00〜

　　第 5回チャリティウォーク　杉原千畝　人道の道

　3月 11日（土）13：00〜

　　東日本大震災犠牲者追悼式　久屋大通り公園久屋広場

　3月 20日（祝）16：00〜

　　リーダー感謝会　南山ファミリーYMCA

　深谷さんお手作りのお稲荷さんや河部メン差し入れの特

大おはぎでリッチなお昼。感謝 !!

　散会後は久保田メンのプレゼントで日本画の展覧会に。

（細川家収蔵品による「永青文庫」）の鑑賞に向かいました。

後日私も拝見し心から楽しみました。有難うございました。

� （西村牧子）

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします !�

森本榮三 JWF 管理委員長（大阪高槻）

西日本区強調月間リスト　3 月 JWF

残念なお知らせ

　去る 2月 22日午後 7時 20分ころ特別メネット加藤邦

子さん宅から出火、全焼、ご夫妻はともに無事でしたが、

翌々日 24日夫君加藤晃氏（元名古屋ワイズ）は肺炎のた

め死去。謹んでご冥福を祈りお見舞い申し上げます。

BF よりお知らせ

　去る 2月 18日（土）メネット会において集められてい

た未整理分の使用済み切手を整理していただき10kgを東

日本区フィラテリスト㈲フオク宛に発送。2月 23日受付

け￥6,000 で買い受けされました。

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� 30 日� 木本　洋子さん

木本精之助君� 50pt
小尾雅彦君� 250pt
河部　薫君� 220pt
西村　清君� 50pt

義井裕子さん� 85pt
渡辺真悟君� 65pt
特別メネット
深谷　朗子さん�50pt

切手


