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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　6 月号　(No843）

在　　籍� 22 名
第 1例会� 18 名
　　メネット� 4 名
ゲスト・ビジター�� 1 名
第 2例会� 7 名
　　メネット� 0 名
メーキャップ� 2 名
出席率� 90.9%
メネット会� 5 名
ゲスト・ビジター� 1 名

5 月クラブ出席 B　　　F

切手� 155pt

現金� 0pt

小計� 155pt

切手� 1840pt

現金�25000pt

小計�26840pt
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月
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5
月
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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）� M

相　馬� ◎

谷　川� ◎

常　川� ◯

寺　田� ○

中　村� M

西　村� ○

広　瀬� ○

山　口�

義　井� ○

渡　辺� ◎

5　月　　個　人　出　席
第 一 例 会（5/9）�
　　　　（メネット）　尾関　鈴木（郁）　長井　西村
　　　　（ゲスト）　　可知

メネット会（5/20）　伊左治　尾関　加藤　西村　深谷
DBC 交流会（5/13 〜 5/14）　和歌山 白浜
　　　　　　　　　　河部　西村　鈴木（貞）　相馬　義井
　　　　　　　　　　可知（ゲスト）
東海クラブ 50 周年記念例会（5/14）
　　　　　　　　　　尾関　小尾　川口　川本　鬼頭　木本
　　　　　　　　　　久保田　塩田　谷川　中村　広瀬　渡辺
　���������������������������鈴木（学）　　　（メネット）　尾関　
中部評議会（5/27）　川口　谷川　川本　河部

第　2　例　会

と　き:2017 年 6月 20日㈫ 7:00p.m. 〜 8:30p.m.
ところ: 名古屋 YMCA
プログラム：7月例会（総会）の件　　その他

「人生は一瞬、やり直しは出来ないけど、出直しは出来る」。目

標を高く掲げ信念を持って知恵を絞り、工夫を凝らし行動する

者だけがその地点に到達できる。

　今年、創立 70周年を迎える名古屋クラブは同程度の歴史を

持つ他クラブと同じように、高齢化に伴う活動の縮小化が問題

となっています。メンバーの数が 10名を割っている中部のク

ラブも増えています。

　クラブの今があるのも因果応報、すべてメンバー一人一人、

自己責任の帰するところであると思います。皆さんそれぞれに、

名古屋クラブの為に YMCAの為に、それぞれに良き働きをさ

れてきた事に感謝します。

　新入会員を増やそうとそれぞれに、努力されてきたと思いま

すが、残念なことですが「結果」が出ていません。そういう意

味で衰退の原因を作ってきたのもクラブ員一人一人であります。

今からでも遅くはありません、袖振（触）り合うも多生（他生）

の縁、仕事仲間、趣味の仲間、色々なチャンネルの人間関係に

ある人に声掛け、プライドと喜びを持って接触し、一人、又一

人と新入会員を獲得するよう努力しましょう。

※一番残念な事は、20 代 30 代の千賀君と加藤君の退会があ

った事です」メンバーのちょっとした、言動が発端で退会され

名古屋クラブの危機的状況を救うのは誰だ
（2 年間の会長職を振り返り）

第 69 期会長　河　部　　薫

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

6 月例会プログラム

と　き：2017年 6月 13日㈫ 6:30p.m. 〜 8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA

　� � � �司　会　義井裕子さん

開会宣言　� 　　　��� �会　長　河部　　薫君

ワイズソング

聖書朗読・祈祷� � 木本精之助君

食　事

　プログラム

　　① 1年を省みて� � 進行　河部　薫君

　　② 70周年事業について� � 進行　渡辺真悟君

諸報告

ハッピーバースディ

ドライバースピーチ

YMCAの歌

閉会宣言　� 　　　��　　　会　長　河部　　薫君
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き　2017 年 5月 16日（火）

ところ　名古屋YMCA

① 6月第一例会

　�※�卓話をしないで 1年を振り返る内容にしてメンバーの

総括をする。

　※�70 周年事業を 2担当グループに分け渡辺委員長の指針

を基に吟味検討する。

②次期会長：次期役員（谷川次期会長案第二案参照）

　�各委員会をどのように充実させるかそれぞれの担当委員の

リーダーが取りまとめる。

③ホームページ委員会を早く開催し、更新作業をする。

担当：川本、谷川、鈴木貞

④DBC交流会報告

　東海 50周年報告

⑤潮干狩り　8愛知育児院南山寮 5,6 年生を招待

　　小尾、谷川、河部、広瀬、西村　参加

　※手作りカレーライスを提供する

⑥YMCAの今後スケジュールについて

　※日韓ユースセミナー：今年は韓国からユースが参加。

　※名古屋市中学校バスケットボール大会

⑦日和田、根上ワークキャンプボランティア活動予定報告

⑧西日本区大会参加者動向について（確認作業）

⑨ 7月度クラブ総会の準備について

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：2017 年 5月 9日（火）

ところ：名古屋YMCA

　5月例会では、心理カウンセラーの村里まゆみ先生をお迎

えして、「現在の学校・保護者・生徒の実像とそのあるべき

姿」と題して、講演していただきました。村里先生は、高校

の英語教師から始めて、各種の学校の教師を体験されてこら

れました。そのような体験に基づいて、教師と生徒との関係、

教師と保護者との関係を重視してこられたようです。そして、

問題校、養護学校、進学校の３つの種類の学校の課題につい

て具体的に説明していただきました。教師としての体験がな

い私には、理解し難い点もあったのですが、特に、どのよう

な学校であっても、教師、生徒、保護者の三者間の対等性が

重要であるというお考えに共感を感じました。どのような教

育においても、お互いの立場を理解し会って、対等に付き合っ

ていくことが必要です。そのような教師としての役割を果た

していくためには、いろいろな課題があると思います。その

ような時に、相談していただける村里先生のような心理カウ

ンセラーの存在の重要性を感じました。これからも、正しい

学校教育のために重要なご指導とご活躍を村里先生にしてい

ただくことを期待させていただきます。� （寺田仁計）

ました。（その後の引き留め工作時の聞き取りで判明）今後

の糧とすべきでしょう。

　名古屋クラブは自由で、愛情豊かな人格者を目指すもの、

奉仕の求道者、の集まりと信じてます。どうか現状に満足し

ないで、精進されることを望みます。

お釈迦様が 6年間生死をさまよう苦行をしたが悟りを得ら

れず、ふらふらしてとところ近隣の女性が施した乳粥を食し、

体力気力を取り戻し、その後菩提樹の樹下に坐して悟りを開

き仏教が 12/8 に生まれた。ゴルゴタの丘を十字架を背負い

人類の罪を背負い死出の道を歩まれ、一杯の水を死を恐れず

提供した女性の様に私たちは人生をワイオズと共に歩めたら

最高ですね。

1 年を振り返り、できた事はクラブをメンバーを自分を、大いに褒めて下さい。できなかった事は、記録にまとめ次年度に

いかしましょう！　次年度役員の方は、緻密な計画を作りましよう！� 岩本　悟理事（熊本にし）

西日本区強調月間リスト　6 月　評価・計画
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『話し終わったとき、シモンは、「沖に漕ぎ出して網を降ろし、
漁をしなさい」と言われた。シモンは、「先生、わたしたちは、
夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした。しかし、お
言葉ですから、網を降ろしてみましょう」と答えた。』�

ルカによる福音書５章４〜５節

西　村　　清

　私たちは５月半ばに、東海ワイズメンズクラブの５０周年

記念を共に祝い、また喜びを分かち合いました。さらに時を

同じくして、紀ノ川、熱海グローリーワイズメンズクラブと

のトライアングルDBCの交わりを深めてきました。

　さて、６月は今年度最後の月で、西日本区大会が熊本で開

かれ、一年を締めくくり、また新しい年度への計画をはかり

ます。このような時、聖句に目をとめたいと願うのです。ル

カ福音書５章１節から１１節の記事はシモン・ペトロが初め

てイエスに出会い、弟子にされた時のことが記されています。

ペトロは漁師でした。この日も一日中、漁をしたが、魚は全

くとれなかったと聖書にあります。

　そのような時、イエスがペトロに近づいていき、舟を沖に

漕ぎ出し、網を入れよ」と言われます。ペトロは漁の専門家

で、一日中漁をしたのにだめだった。「今さら何を！」とい

う思いはあったでしょう。しかしお言葉ですからと、イエス

に従い、舟をこぎ出し、網をおろします。すると大漁だった

のです。

　私たちは、事柄を進めるのに、過去の経験や常識にとらわ

れて、決断がにぶります。しかしペトロは、自分の経験や常

識を打ち破って、イエスの言葉に従った時、おびただしい魚

の群れが与えられたのです。

　私たちも勇気をもって「沖へ漕ぎ出す」というチャレンジ

にかけてみてはいかがでしょうか。

東海クラブ 50 周年記念例会に参加して

　東海クラブ 50 周年記念例会が 5月 14 日（日）に名古

屋駅近くのマリエカリヨンにて開催。中部メンバーのほ

か、岩本理事、遠藤直前理事、大野次期理事、森田交流主任、

DBCの奈良クラブ、御殿場クラブなど多くのメンバーが参

加。東海クラブ創立当時の名古屋クラブ会長尾関メン、東海

クラブチャータ―メンバー荒川文門メン、吉田一誠メンなど

のお話しや、講演があった。

　講演では、熊本 YMCA総主事による熊本震災が起こった

ときの話。熊本 YMCAが指定管理者になっていた益城町の

総合体育館には1500人以上避難したことなどが話され、「大

きなことをする必要はありません。小さなことに、大きな

愛をこめればいいの

です。（マザーテレ

サの言葉）」で締め

くくられ、ワイズの

活動は、愛をこめて

行いたい、と思った。

� （川口　恵）

DBC 交流会

　新緑の美しい 5月の 13-14 日、和歌山紀の川クラブのホ

ストで、熱海グローリークラブ、名古屋クラブ、3クラブの

DBC交流会がメンバー制の高級ホテル白浜エクシブアネッ

クスホテルで行われました。

　13日は懇親会 2次会で各クラブのメンそれぞれ旧交を温

め団らんのひと時を過ごしました。

　翌 14 日は五

月晴れのもと大

型バスで熊野古

道、那智の滝へ

と観光に出発、

途中休憩した道

の駅でお土産も

入手でき坂本メンが全員にご馳走してくださった串本名物の

薄皮まんじゅうに舌つずみをうちました。

　那智の滝は、前日に降った雨のせいで水量も豊富、さすが

日本一を誇る落差 133 メートルの荘厳な姿に圧倒されまし

たが滝を眺めるのに下る石畳は不揃いで老人には難儀でした。

しかしはるか熊野灘からも一望出来るとは舟人も勇気がでる

ことでしょう。そのあと健脚組は熊野古道の一部を体験して

大門坂駐車場で残り組と合流、再びバスに乗って昼食をいた

だき山を下りながら車中から眺める景色は、川には落石がご

ろごろしていたり、山肌の樹木が根こそぎえぐりとられてい

たりで、以前の台風の爪痕が残っていて、みどりの〝樹の国“の

イメージが損なわれて、あらためて自然の脅威を感じました。

　紀の川クラブの皆様、グローリークラブの皆様有難うござ

いました。DBCクラブの親睦、友情の絆が長く続きますこ

とを心より願っております。� （義井裕子）
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と　き：2017 年 6月 17日㈯ 11:30p.m. 〜
ところ：�東洋軒（栄三越 9階）11：00a.m. に中央教

会集合して下さればご案内致します。
今年度メネット会総会　一人でも多くのご出席お待ち
しております。

6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

5 月メネット会 

と　き：5月 20日（土）10：30a.m. 〜

ところ：名古屋YMCA

　爽やかな 5月晴れ。河部メン会長がご多忙のなか、わ

ざわざご出席下さり、メネット会についてのお考えを熱心

にご提案下さいました。数々のプランの中、8月に納涼例

会として、愛知牧場でのバーベキューが予定され、メン、

メネット、コメット、孫メットが集まって、和やかな交わ

りが期待されます。

　当日、ランチの準備がされていたにも拘らず、うっつか

りお誘いもせず、失礼致しました。河部会長に心より感謝

申し上げます。� （深谷）

第５９代国際会長竹内敏朗様「お別れの会」に参加して

　5月 27日（土）10時 31分熱海駅着。昨秋逝去された

谷口泰幸熱海グローリークラブ会長と昨春の勝木吉夫同広

報委員長のお参りに三重子・未知江両メネットを訪ね、後、

来宮駅近くの熱海 YMCAセンター「お別れの会」に急ぎ

ました。お花一杯の祭壇から竹内敏郎・邦江御夫妻が優し

く微笑んで北海道から熊本の参集 140 名をお迎えのよう

に感じ、懐かしく感無量でした。

　1時 30分、勝又会長代行の司会で斉藤栄横浜市長、東・

西日本区理事方、神崎同盟総主事方、献杯後の御長男竹内

孝伸様、青木・藤井元国際会長方、歴代元区理事・役員方

のお言葉有り、竹内区理事当時の事業主任久保田名古屋

ワイズのスピーチ :[ シェークスピアの言葉『人生は舞台、

人間は俳優』を引用され、「竹内様は正
まさ

しく YMCAと Y's

の舞台での最も素晴らしい名優で在られた」]は一同の共

感を呼びました。最後、私も 3月号ブリテンの巻頭言を

短く 3DBC交流に至る一言が許され、感謝でした。

　熱海大会グランドマーシャル、2,300 名が参加した京

都大会HCC、横浜大会（邦江メネットご逝去直後）各舞

台でのお姿 ! 想像を超えた御努力 ! 数多素晴らしい御功績 !

真の友情と優しさ ! ワイズメンのバイブル・伝記 ! 本当に

有難うございました。See　you　again, 竹内さん、邦江

さん !　� ( 相馬　静香 )

寺田　仁計君� 105pt

深谷　朗子さん� 50pt
切手メ　ン　　

6月� 12 日� 渡辺　真悟君
�


