
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（2018 ／ 2019）
国 際 会 長　「より良い明日のために今日を築く」
アジア太平洋地域会長　「アクション！」
西 日 本 区 理 事　「風となれ、ひかりとなれ」
中 部 部 長　「輪を拡げ　明るく楽しく　元気よく　ＹＭＣＡとともに」
名古屋クラブ会長　「クラブライフで平和を感じよう！」

2018 〜 2019　11 月号　(No870）

在　　籍	 19 名

第 1例会	 12 名

　　メネット	 0 名

ゲスト・ビジター		 0 名

第 2例会	 11 名

　　メネット	 0 名

　　ゲスト	 0 名

メーキャップ	 3 名

出席率	 78.9%

10 月クラブ出席 B　　　F

切手	 0pt

現金	 0pt

小計	 3102pt

切手	 0pt

現金	 0pt

合計	22318pt

10
　
月

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	 ◎

中　村	 ◦

西　村	 ◦

平　野	 ◎

広　瀬	 ◎

深　谷	 ◎

義　井	 ○

渡　辺	 ◎

10　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2019 年 11月 19日㈫ 7:00p.m. 〜 8:00p.m.
ところ：名古屋YMCA
プログラム：下半期プログラム　　その他

　今年も大きな災害に見舞われ多くの尊い命が奪われた。ご本

人とご遺族の方々にお悔やみを申し上げると共に被害を受けら

れた方々が元の生活に早く戻られるのを切に願う。今回は巨大

な台風による水害で堤防の決壊や川の氾濫で、地球の温暖化に

よる環境変化なのか、有史以前から地球上で周期的な現象なの

か私には分からないが、頻繁に水害が起きている。人類が非力

ながらも自然に対抗するため、古くはナイル川など古今東西治

水事業がなされてきた。今回大きな被害をもたらしたが、地下

に作られた治水施設が大きな役割を果たしたと聞く。以前の治

水は堤防を補強などして直接川に対する治水であったが、現在

都心部では地下に水を貯め被害を逃れるようになっていて、こ

の名古屋でも所々で地下治水施設が作られている。私が子ども

の頃社会の授業で習った千本松原と呼ばれる木曽三川（木曽川・

長良川。揖斐川）の三川分流工事のことが思い出された。江戸

時代幕府の命で薩摩藩士が多数の死者を出しながらも完成させ、

工事監督の平田靱負（ひらたゆきえ）が「言い訳無用」と責任

を取り切腹したと記憶している。当時は政治的な事情で遠い薩

摩から、この尾張の為に働いて頂いたが、昨今自らボランティ

ア活動で、被災地に赴き支援活動をされている方が非常に多い。

我らがサポートするYMCAも今回の災害に対し尽力されていて、

私も微力ながら何らかの形で支援活動をしたい。

治水の歴史
平　野　実　郎

会　　長　深谷　聡

副 会 長　平野　実郎

書 　 記　川本　渡辺　

会　　計　川口　塩田　
ブリテン　平野　久保田　

11 月例会プログラム

と　き：2019年11月12日 (火)7:00p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA	

	 司　会	 谷川　　修君

開会宣言	 会　長	 深谷　　聡君

ワイズソング	 	

聖書朗読・祈祷	 	 中村　隆君

食事	 	

プログラム　卓話「ＤＢＣ３クラブの交流について」

　　　　　　講師　金城清輝氏（和歌山紀の川クラブ）

ワイズ理解　「各献金」について

　　　　　　　担当　川本　龍資君

ハッピーバースディ	 	

ＹＭＣＡの歌	 	

閉会宣言	 会　長	 深谷　　聡君

12月号　原稿担当者
巻頭言　西村　清君　　11月第一例会レポート　川本龍資君

阪和部々会（9/16）　川口・河部
西中国部々会（10/26）　河部
	第２回西日本区役員会（大阪・11/9）　川口
アジア太平洋地域大会（未掲載分）　塩田・川口
中部評議会　川口、深谷
戸所西日本区理事懇談会　川口、深谷



(2)

■■■	 	第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：２０１９年 10月 8日（火）

ところ；名古屋YMCA

　「天災は忘れた頃に……」という警句は寺田寅彦の作と伝

えられたが近年は「忘れる間もなくやってくる」か。10月

第一例会は地域防災に関する研究で活躍されている大同大学

准教授松木孝文氏による伊勢湾台風の反省と教訓について

語っていただいた。

　伊勢湾台風は 1959 年（昭和 34 年）9月 26 日午後 6時

すぎ 929hpa（当時はｍ . ｂ）前代未聞の最大低気圧で紀伊

半島潮岬付近に上陸。東海地方を縦断した。

　愛知、三重両県を中心に他の府県も含め、全壊、流出家屋

は 4万棟余、浸水家屋は 30万棟余、被災者 53万人、死者

行方不明者 5,800 余人と台風災害では明治以降最大の犠牲

者を出した。特に高潮が押し寄せ貯木場の木材が流出、多く

の家屋を壊した名古屋市南区の地形地盤、潮位等詳細なデー

タを基に具体的な説明がなされた。兎に角、速やかな避難、

状況が許せば少しでも遠くへ離れる等が最優先であるとの

事。

　折から今年も相次ぐ記録的暴風雨 15 号、19 号と襲来。

上陸台風被害は 71河川の決壊などの惨状。

　あれから 60年住宅、生活環境、情報伝達の進化はあれど、

生の言葉は時を越え、「いのちを守る」であった。

バザー・チャリティラン開催
　名古屋ＹＭＣＡ・南山幼稚園バザーが２０１９年１０月

２７日（日）に開催された。当日は晴天に恵まれ人出も多く

大変賑やかなバザーでした。名古屋クラブは昨年同様「谷川

ラーメン」の模擬店を出店して、昨年は１杯１５０円の販売

で安すぎないか？との指摘があり今年は２５０円の販売とな

りましたが、１３時早々には２５０食が完売となりました。

販売価格のアップでしたが、具沢山でおいしいとのお褒めの

言葉も頂戴し楽しいひと時を過ごせました。また、１週間後

の１１月２日（土）には第２６回チャリティランが名城公園

で開催され、小春日和のなか例年同様数十組のランナーが参

加し、盛大なチャリティイベントでした。また、当クラブは

例年通り「みたらし団子」でしたが、今回は諸都合で５００

本の提供をしました。少なかったこともあり１１時３０分前

には全て無くなりチョット物足りない感は否めず、今後の課

題になりました。今回のチャリランで感じたことは、非常に

若いスタッフや関係者が多かったことで、ＹＭＣＡの活気が

戻ってきたように感じました。

【参加者】

名古屋ＹＭＣＡ・南山バザー（10/27）

　小尾・相馬・谷川・中村・西村・平野・広瀬・義井・渡辺

　メネット　平野　　コメット　平野智大・敦士　　

　ゲスト　　林　殊麗さん（社会館スタッフ）

チャリティラン（11/2）

　小尾・河部・久保田・塩田・相馬・中村・西村・平野・　

　広瀬・深谷・義井・渡辺　　コメット　平野智大

　　ゲスト　林さん（日本語学校チューター）

　　　　　　加藤さん、高木さん（名古屋ＹＭＣＡスタッフ）

　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



(3)

2017 年〜 2018 年　各担当
■■■	 	第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き；2019 年 10月 15日 ( 火 ) 午後７時	〜	8 時半

ところ；名古屋ＹＭＣＡ５Ｆチャペル

１．クラブ第一例会予定

　1-1.	　１１月１２日（火）：卓話「和歌山紀の川クラブ　金城

さんと坂本さん」

　　・	当日は他に東さん、田中さん計４名車で来られる。名古屋

ビーズホテル (伏見 )予約済み

　　・２次会を有志で設定予定（お店の設定を深谷会長）

　1-2.	　１２月７日（土）：クラブクリスマス例会（特別例会）

夕刻からの開催

　　・	会場：ホテル名古屋ガーデンパレス（ホテルとの折衝担当：

西村メン、川本メン、塩田メン）

　　・	礼拝：奨励西村メン、司会塩田メン、オルガン戸田様（昨

年と同じ、塩田メンより依頼）

	 • 祝会の司会；深谷会長、

	 •	プログラム担当；谷川メン　女性ボーカルのバンド演

奏で検討中

２．名古屋ＹＭＣＡ会員活動行事について

　2-1.		10/27（日）：名古屋Ｙ南山幼稚園バザー	於）南山ＹＭ

ＣＡ　10：00〜（集合時間 8:30）

					　・	谷川実行委員長の主担当でラーメン奉仕予定（販売価格

¥250）

　　	・	出席者が他の教会バザーなどと重なり少ない(平野､渡辺)

のでメール等で出席を呼びかける

							・バザー券は当日まで販売、購入可能

　2-1.		11/	2（土）：名古屋ＹＭＣＡチャリティーラン　於）名

城公園　10：00〜（集合時間 8:30）

							・みたらし団子奉仕、駅伝２チーム支援予定

							・今年は費用節減の為販売本数を 500本に減らす。

　　	・	寄付を呼びかける表示「寄付をお願いします（原価 40円

ですので宜しく）」(YMCA要確認 )

							・		ラッフル券販売は当日まで販売、購入可能

　2-3.	　11/28（木）：名古屋ＹＭＣＡチャリティーゴルフ　於）

フォレスト芸濃ゴルフクラブ

　2-4.	　12/21（土）：クリスマスキャロル in タワーズ　於）名

古屋駅　夕刻より

3．愛実の会クリスマスの件（地域奉仕・環境事業）

　3-1.	　恒例の「愛実の会」クリスマス祝会を今年度も 12/14

（土）10：00〜 13：00に開催

　　　	食事の企画担当 : 谷川メン　歌と踊り : 加藤朱美さんと渡

辺で企画中広く参加呼びかけする。戸田さんへは深谷会長

から連絡

4. 次期クラブ会長の件

　	4-1.		次期クラブ会長候補として平野メンを次回の例会で提案

する

　　　本人了解済み　ただし以下の意志表示がありました。

	 •	仕事の都合上　例会開始の７時に間に合わないことを

認めて欲しい

	 •	全員参加を促進するため　例会毎に責任担当者を割り

振って任命したい

5. その他

　5− 1.	台風 19号災害支援募金受付中

　　	街頭募金を 10/19( 土 ) 栄	10/20( 日 ) 金山にて実施する

　　	詳細は広瀬連絡主事からのメールを参照のこと

（渡辺真悟）

YMCA ニュース

　冬 ･春シーズンプログラムの受付が始まっており

ます。スタッフ・リーダーはプログラム準備を始め

ております。

　また、先日の台風 19号被災者支援募金を受け付

けております。詳細は別途ご案内をさせて頂きます。

YMCA　11 月の予定

11月3日（土）	 第25回インターナショナル・チャリティーラン

	 時間：10:00〜15：00（受付開始9：30）

	 場所：名城公園

11月17日（土）	 YMCA/YWCA合同祈祷集会

	 時間：10：00〜12：00

	 場所：名古屋YWCA	2階ビッグスペース

11月28日（水）第25回チャリティーゴルフ

	 時間：8：30〜　場所：さなげカントリークラブ
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『わたしは、強く雄々しくあれと命じたではないか。うろたえ
てはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行って
もあなたの神、主はともにいる。』

ヨシュア記１：９

西　村　　清

　イスラエルがエジプトで奴隷の生活を強いられていた時、

モーセによって出エジプトを果たします。パラオからイス

ラエル人を導き出すことは大変な困難があったのですが、

その後荒野での４０年間はさらに困難を極めました。約束

の地カナンを前にして、指導者だったモーセは死に、その

後を受けてヨシュアがイスラエルの人々を約束の地に導く

指導者になります。不安のなかにあったヨシュアに、神は

呼びかけて、わたしはモーセと共にいたように、あなたと

共にいる。あなたを見放すことも、見捨てることもない。

強く、雄々しくあれ、と言って励まされました。そして今

月の言葉が繰り返されるのです。この言葉を受けて、信仰

と勇気を得て、民を約束の地に導き入れたのです。言うま

でもなく、その先にも大きな困難は立ちはだかります。し

かしヨシュアは神の言葉を信頼して、まさに雄々しく進ん

でいきます。

　一方、とてつもなく大きな台風１９号が日本列島、特に

関東地域を直撃しました。ワイズメンの方々も被災されま

した。東北部部長で宇都宮東クラブの鈴木伊知郎氏は、そ

のメールに、今回の水害に対し、とちぎ YMCAと宇都宮

クラブ、宇都宮東クラブが積極的に動いておりますので、

活動の様子をお送りします。まもなく発災後 1週間を迎

えますが、（１０月１９日当日）水害の発生にいろいろと

学ばせて頂きました。ふだんボランティアをしている側が、

被災者になったわけですが、いち早く立ち上がり、ボラン

ティアをする側になると元気になれます。活動場所が自分

のご近所ですから長期的に頑張ります！被災しても、「い

つも喜んでいなさい。耐えず祈りなさい。すべてのことに

感謝しなさい。」（第 1テサロニケ 5:16~18）、また「わた

しはあなたに命じたではないか。強くあれ。雄々しくあれ。」

ヨシュア記（1:9）これらの言葉で勇気づけられます。

　私たちもどのような状況にあっても、鈴木伊知郎さんの

ように、神の言葉に励まされて進んでいければと思います。

個人消息

10 月 14 日（月・祝）に西村ご夫妻が尾関さん宅を訪問

されました。

イベント案内

１２月１４日（土）に愛実の会クリスマス会が開催されます。

食事の提供の手伝いをお願いします。今年も音楽を中心に有

志で盛り上げます。ご参加を！！

　メネット
3 日　小尾昌代さん　　
4日　長井衣世さん

各号に例会以外の活動報告を掲載しておりますが、全て当委員では把握できておりま
せん。ワイズやＹＭＣＡ関係の行事に参加された方はその旨ブリテン委員にお知らせ
ください。宜しくお願いします。

ブリテン委員より
お願い


