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　　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　3 月号　(No875）

在　　籍	 19 名

第 1例会	 11 名

　　メネット	 0 名

ゲスト・ビジター		 2 名

第 2例会	 11 名

　　メネット	 0 名

　　ゲスト	 0 名

メーキャップ	 0 名

出席率	 78.9%

2 月クラブ出席 B　　　F

切手	 160pt

現金	 0pt

小計	 160pt

切手	 160pt

現金	 0pt

合計	 160pt

2
　
月

7
〜
2
月
累
計

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	 ◎

2　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2020 年 3月 17日㈫ 7:00p.m. 〜 8:00p.m.
ところ : 名古屋 YMCA
　　　　　　　　　上記に同じ

　私がＹＭＣＡとかかわらせていただきましたのは、昭和３０

年代のころ駆け出しの英語講師として中学生の担当でした。南

山ブランチができましてからは、そちらに移り講師給をいただ

くだけではなく、七宝、木彫、フットネス、ゴルフ、テニスな

ど様々な教室で学ばせていただき楽しい時を過ごしました。特

に心に深く残ったのは、多くのクリスチャンの主事やリーダー

や生徒達と一緒にキャンプに参加して、感謝と祈りの生活を共

にして得たことは数知れず、後々の私の人間形成にも大きな影

響を与えたことは否定できません。

　娘や息子たちも早朝サイクリング、夏の根ノ上キャンプ、冬

のスキーなどのプログラムに参加させていただき、今でも以前

お世話になった川本リーダー、深谷リーダーの事を覚えて懐か

しがっていることはＹＭＣＡのプログラムが子ども達の心に与

えたものが如何に素晴らしかったかがわかります。

　枯れ木も山の賑わいとして、１２年の五島会長の時ＹＭＣＡ

をサポートするワイズメンズクラブに参加させていただき、Ｙ

サ・ユースの係として機会を与えられたことはとても感謝して

います。クラブとしては勿論のことメンバー個人個人ももっと

ＹＭＣＡのカンセプトを理解してサポートしていけますように

願っています。

ＹＭＣＡと私

義　井　裕　子

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　

3 月例会プログラム

と　き：2020年3月10日(火)7:00p.m.〜8:30p.m.

ところ：名古屋ＹＭＣＡ

新型コロナウイルス感染抑止のため全国的な取り組

みが施行されているなか、3月第 1、第 2例会のク

ラブ会長・副会長・書記・会計の総意として中止を

決定。自らが感染しないように努めワイズメンとし

て賢く振る舞うように心掛けましょう。

（川本　龍資）

4月号　原稿担当者
巻頭言　渡辺真悟君　　

次期会長主査研修会（3/7 〜 8）中止



(2)

■■■	 	第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き；2020 年２月 11日 ( 火・祝 )am11:30 〜 pm13:30

ところ；猿投温泉「天然ラドン療養泉」　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　名古屋に来て 49年、話にはよく出てくる猿投温泉、とて

も良い所と聞くので、行ってみたいなと思うものの、なかな

か行く機会に恵まれませんでした。今回、鈴木学ワイズの推

奨で　初めて訪れることができました。ほとんどのメンバー

は、10時に現地集合、まずは日帰り温泉に浸かります。岩

がごつごつとした野趣あふれる浴場で、湯加減も丁度良い。

まだ入っていたい未練を残しつつ宴会場に。しばらくすると、

学ワイズが、ご友人を連れ立って登場、どうやら猿投山ウォー

キングを終えたところらしい。学ワイズは、健康のため！？

　友人らと良く猿投山に登るらしい。今度は私も登ってみた

い。そんな期待を抱きつつ、さあ、例会だあ。すきやき鍋、しゃ

ぶしゃぶ鍋の食べ放題、飲み放題に加えて、歌い放題。食べ

放題といっても、一般的に考えて、肉のお替りは出ないのが

普通かと思いきや、ここは、肉も野菜もどれだけ注文しても

出てきます。味もうーん、なかなか美味。だからお酒も進むし、

話も弾む。あっという間に予定の時間は過ぎてしまい、数人

の２時の温泉専用バス帰り組は慌てて退席するも、ほとんど

のメンバーは、そのまま飲み続け、相当酩酊して上着から何

からすっかり忘れる輩も。

　いやあ、こんな例会も楽しい。今度は、猿投山に登る人は

登る、そして、かの有名な！？金泉閣にて１泊で猿投温泉を

心ゆくまで堪能したい。これは、もしかすると、来年の和歌

山紀の川、熱海グローリークラブとのＤＢＣ例会で実現でき

るかも。

　来年が待ち遠しい。	 （谷川　　修）

BF（使用済切手について考える）　

久保田　啓

　人間年
と し

齢をとると夢中になるなどということが、だんだん

なくなるようです。

　2017 年 2月メネットの方々のお手をわずらわせ、故五島

ワイズより引き継いだ 10kg の使用済切手を整理発送。そ

の時点での多少の残量とそれから 3年余クラブのメンバー、

メネットから寄せられた切手、4.3kgを㈲フクオ宛発送。ほっ

と一息。と同時にいろいろ感じ気付いた事があります。

　書き並べてみましょう。年寄りの愚痴（言っても甲斐のな

いことを嘆くこと）と笑いながら読んで下されば結構です。

先ずお尋ねします。①未使用通常切手の重さをご存知です

か？②精米 1升（約 1.5kg）米粒は何粒ぐらいありますか？

本当につまらない質問ですね。答①切手 1枚 0.07g。お米

のほうは数えて見て下さい。答②は解っております。もちろ

ん精米の度合に依って変化はあるもののおよそ○○○○○粒

ぐらいです。ところで本題、使用済切手は縁付きで切り取っ

た 1枚は大小、台紙の厚み等の差はありますが平均 0.2 ｇ

です。したがって 1kg は約 5000 枚。この量を検品整理を

して 1kg のポイントは 600 ポイント（￥600）当クラブが

2月に発送した 4.3kg（国内 4kg 外国 0.3kg）2,700 ポイ

ント分の送料がゆうパックで￥1,210。

　元来無から有を生じる基金を作るという崇高な精神は大切

でしょう。最初は 1933年米国マサチューセッツ州のウィン

チクラブが始めた古切手の基金づくりから発展、1950 年か

ら国際的運動に広まり、その後現金と切手の両立が続いてい

るBFです。そのBF（ビショップファンド）の名称が資金

の成長にしたがい広い活動を完全に示すには適さなくなって

（ブラザーフッドファンド）となった 1968 年（当時は当ク

ラブメンバー、メネット共に（我武者ら）になって切手を集

め、剥がし、種類別に仕分け整理をした頃）にさかのぼって

当時と現在の貨幣価値から単純計算の上ポイントを比較する

と 1/8 〜 1/10 と換算される。この点からみてもやはり時

代に即応していない使用済切手の蒐集作業は一考を要するの

ではなかろうか。もちろん国際や区の方針に異議を唱える訳

ではないが何事にも夢中になる力の衰えた老残の妄
たわごと

言でもあ

ります。

上記の写真はピンクシャツデーに因み参加者一同なにかしらピン
クを身（手）につけています。カラーでないのが残念。



(3)

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

と　き；2020 年 2月 18日（火）午後 7時〜 8時

ところ；名古屋ＹＭＣＡ 5Ｆチャペル

1. 第一例会プログラム予定

　	○ 	3 月第 1例会　3月 10日（火）深谷会長の同期の元名古屋

ＹＭＣＡリーダーでメンタルヘルスソーシャルワーカーの野

倉氏を講師に迎え卓話予定。

　○ 		4 月第 1例会　4月 14日（火）谷川君の紹介で車いすテニ

スプレーヤーの卓話予定

　○ 	5 月第 1例会　5月 16（土）〜 17日（日）ＤＢＣ交流会

　　三重県鳥羽市　エクシブ鳥羽別邸

　　参加者は川本君に 3/25 までに連絡する。

2. 次年度ＤＢＣ交流会の件

　○	次年度の 3クラブＤＢＣ交流会は、2月例会の会場になった

猿投温泉を予定。

　　5月交流会で第一報を報告する。

3. 支援金申請の件

　恒例の潮干狩りを今期は 6月 20日（土）に開催する。

　今回は南山寮、中央有鄰学院と他 1事業所の 50名を招待する。

　	今回のＣＳ事業に西日本区のＣＳ事業支援金申請をする。企画

書及び申請を小尾、谷川、平野が担当。

4. イベントの件

　○ 2月 26日（水）ピンクシャツデー

　　	今回は特別イベントは無いが各々ピンクの物を身に着け「い

じめ」について考える。また、身近な人たちにこの運動を呼

びかける。このイベントの賛同者は活動を写真に撮りＹＭＣ

Ａに報告する。

　○ 2月 29日（土）チャリティコンサート

　　参加希望者は谷川君へ連絡

　○ 3月 22日（日）名古屋ＹＭＣＡリーダー感謝会

　　16時〜　於；南山ＹＭＣＡ　参加費 3,000 円

　　	参加希望者は 3/8 までに名古屋ＹＭＣＡスタッフ遠藤さん

に連絡。

　○ 3月 28日（土）第 9回名古屋ＹＭＣＡチャリティウォーク

　　9；30〜　栄　名古屋中央教会前集合

　○ 6月 6日名古屋ＹＭＣＡ大会

5. 第 23 回西日本区大会

　6月 13日（土）〜 13日（日）

　	クラブ単位での登録になるため、3/25 までに川本君に連絡す

る。

6. その他

　○	次期会長・主査研修会に次期会長の平野君と次期中部ＥＭＣ

主査の河部君が出席の予定

　○	フィリピンワークキャンプが新型コロナウィルス流行で中止

が決定

　○ 	BF 使用済切手 4.30kg（約 2700 ポイント分）を 2 月

19 日に郵送。外国切手 0.3kg（300pt）、国内切手 4.0kg

（2,400pt）、合計 2,700pt。送料ゆうパック￥1,210

　　現金の送金は 3/15 〆切

　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

DBC3 クラブ交流会ご案内

日時：令和 2年 5月 16日（土）〜 17日（日）
　　　5/16（土）16：00　（エクシブ）集合
　　　　　　	近鉄鳥羽駅からエクシブの送迎バスをご利用く

ださい。
　　　5/17（日）　〈観光は自由参加〉
　　　　　　	朝熊山展望台（金剛證寺）、伊勢神宮内宮・お

かげ横丁観光
　　　　　　14：00（近鉄宇治山田駅）解散

宿泊場所：エクシブ鳥羽別邸
	　　　　　（三重県鳥羽市安楽島町字ニエ 212-8）
　　　　　　TEL:0599-21-2666
参加会費：17,000 円

　　　　　　　　和歌山紀の川クラブ（ホストクラブ）
　　　　　　　　　　会　長　　　　　大谷　　茂
　　　　　　　　　　国際交流委員長　土肥　正明
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渡辺慎吾君	 90pt

久保田啓君	 70pt
切手

『だから、わたしとしては、やみくもに走ったりしないし、空
を打つような拳闘もしません。むしろ自分の体を打ちたたいて
服従させます。それは、他の人々に宣教しておきながら、自分
の方が失格者になってしまわないためです』	

	 （コリントの信徒への手紙一 9：26〜 27）

西　村　　清

　	今年、２０２０年７月２４日から８月９日までの１７

日間、第３２回オリンピックが、そしてパラリンピックは

８月２５日から９月６日の１２日間、東京で開催されます。

大変なお金をかけて準備されてきました。日本のオリンピ

ック参加選手の最終選考が最後の段階を迎え、選手たちは

必死に競技に取り組んでいます。

　その他のスポーツもそうですが、本番を迎えるために、

あらゆる努力をしてベストを尽くして本番に備えます。た

とえばプロ野球にしても開幕戦にそなえ、あらゆる弱点を

克服し、また長所を最大限に伸ばし、しかも可能な限りの

科学機器を用いて、最大限に自己を伸ばそうと努力してい

ます。まさに自分の体に故障がでるほどに、自分の体を打

ちたたいて鍛えます。

わたしたち観客は、選手の示す成果をみて安易に批判しま

すが、その背後に、本人の生まれながらの才能もあります

が、大きな成果をあげている選手は、涙ぐましいほどの努

力をしていることを忘れるわけにはいきません。

　今月の聖句に示されていますパウロの主張も、「自分の

体を打ちたたいて」目的達成のために、しかもその目標は

人生の目標に向かって最大限努力するように勧めています。

どうでもよい人生ではなく、上質な人生を願い、またワイ

ズメンになる入会の誓約も、「一個の理想主義者になる」

ということです。すなわち、ワイズ創立者のポール・アレ

キサンダーも「仕えられることではなく、仕える人生」で

なければならないし、それは自己犠牲に基づく「人類愛」

と表現される理想主義だというのです。

　今月の聖書は、パウロも神から「よくやった」というお

言葉をいただくことを願う者だと言い、やっとすれすれの

人生を送ったという評価ではなく、最高点をもらえる生き

方を求めているとも述べるのです。

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

YMCA ニュース

春休みと新年度プログラムの準備が進んでおります。

ＹＭＣＡ 3 月の予定

3 月 22日（日）リーダー感謝会　

　　時間：16：00〜 19：00

　　場所：南山ファミリーYMCA

3月 28日（土）チャリティウォーク

　　時間：9：30〜 12：00

　　集合・解散：日本キリスト教団名古屋中央教会前

"第９回名古屋ＹＭＣＡチャリティウォーク

と　き：　３月２８日（土）　１２：３０〜

集　合：栄　名古屋中央教会前

参加費：1000円（個人 /1家族）

申込み：当日集合場所にて

問合先：名古屋ＹＭＣＡボランティアセンター

　　　　電話０５２－７５７－３３３１

チャリティーウォーク


