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　○出席���　Rリモート出席　Mメーキャップ

　　主　　題（2021/2022）
国 際 会 長	：	 世界とともにワイズメン
アジア太平洋地域会長	：	 100 年を超えて改革しよう
西 日 本 区 理 事	：	 Callenges�for�the�future�未来への挑戦
中 部 部 長	：	 楽しくやろう　ワイズ活動　地域とＹＭＣＡと共に
名 古 屋 ク ラ ブ 会 長	：	 誘い　誘われ　楽しむワイズ（名古屋クラブに愛はあるんか！？）

2021 〜 2022　1 月号　(No900）

在　　籍� 20 名

第 1例会� 17 名

　　メネット� 1 名

　　ゲスト・ビジター�� 12 名

第 2例会� 5 名

　　メネット� 0 名

　　ゲスト・ビジター� 0 名

メーキャップ� 0 名

出席率� 89.4%

12 月クラブ出席 B　　　F

切手� 0pt

現金� 0pt

小計� 0pt

切手� 0pt

現金� 0pt

合計� 0pt
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〜
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小　尾�

加　藤　○�

川　口� ○��　

川　本� ○�� R

河　部� ○��

鬼　頭� ○�

木　本� ○

久保田� 　

塩　田� ○��

鈴木（貞）� ○

鈴木（学）� �� �

相　馬� ○�� R

遠　山� ○��

戸　田� ○�� R

谷　川� ○��

中　村� ○�� �

西　村� ○��

平　野� ○�� R

深　谷� ○���

渡　辺� ○���R

12　月　　個　人　出　席

第　2　例　会
と　き︰ 2022 年 1 月 21 日㈮ 7:00p.m. 〜 8:00p.m.
ところ：Zoom
プログラム：下半期プログラム　その他

〈曜日変更となっています。ご注意ください。〉

　名古屋クラブの皆様、新年あけましておめでとうござ
います。
　今年はワイズ創立100周年、東西クラブ25周年、名
古屋YMCA創立120周年とワイズメンズクラブのメン
バーとっては本当に記念すべき年になります。
貴クラブとのＤＢＣの締結が 2001年 6月９日で既に
２０年を過ぎてしまいました。この間、両クラブの諸先
輩方の熱意と努力があって今日までお互いの交流が続い
ているのだと思います。コロナ禍で今迄何も思わずに普
通に出来ていたことがどんなに大変で価値のある事かを
思い知らされました。これは今後の生活、価値観、ワイ
ズ活動にも影響を与える事になるのではないかと思いま
す。
　ワイズ活動も創立100周年を迎え色んな意味で曲がり
角に来ているように思います。
　これからもＤＢＣ3クラブがお互いに情報交換をし、
ＹＭＣＡとの関係、今後の活動の方向性、クラブの活性
化等々、一度原点に戻って見直し次の１００年に向かっ
ていけたらと思います。貴クラブの益々のご発展をお祈
り申し上げます。

ワイズ創立 100 周年の新年を迎えて

阪和部部長　大　谷　　茂

会　　長　平野実郎

副 会 長　

書 　 記　川本　戸田　

会　　計　川口　塩田　
ブリテン　久保田　鈴木（貞）　平野

1 月例会プログラム

と　き：2022 年 1月 11日 (火 )7:00p.m. 〜 8:30p.m.

ところ：名古屋YMCA・Zoom

� 司　会� 平野　実郎　君

開会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

ワイズソング� �

聖書朗読・祈祷� � � 　相馬　静香　君

プログラム

　　　クラブメンバー全員の２分間スピーチ

　　　「今年の抱負を語る会」

ハッピーバースディ� �

閉会宣言� 会　長� 平野　実郎　君

※ 今月の例会は食事があります。

　　　　　　　　　　　※ Ｚｏｏｍでの出席は可

2 月号　原稿担当者
巻頭言　河原正浩さん　　1月第一例会レポート　

第一例会（12/11）名古屋南山クラブ７名
ゲスト　　山本純輝さん、岩崎さとみさん、林敦子さん、
　　　　　正木孝文さん、鷲見哲也さん、成田萌さん、
　　　　　大木悠起子さん、大木さん（母親）、、山本和子さん
メネット　西村牧子さん
コメット　相馬朋子さん、平野智大君、平野敦士君
中部キャビネット会議（12/13　Zoom）
　　　　　渡辺、川本、戸田、谷川、平野
名古屋 YMCA クリスマスコンサート（12/18　名古屋港ポートビル）
　　　　　小尾・加藤・川本
中部会長・主査連絡階（12/20　Zoom）
　　　　　渡辺、川本、戸田、谷川、平野、深谷
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■■■� �第 2 例 会 レ ポ ー ト  ■■■
と　き；2021 年 11月 18日 ( 木 )19:00 〜 20：30
ところ；ZOOMによるリモート例会

1.2021-2022 年度下半期　例会プログラム　

1-1.・�1 月 11 日（火）の第一例会は新年恒例の「今年の抱
負を語る会」2分間スピーチを予定。

　　　�食事有ですので、会場へお出かけください。Zoom参
加も可能です。

■■■� �第 1 例 会 レ ポ ー ト  ■■■

と　き：2021 年 12月 11日（土）

ところ：ホテル名古屋ガーデンパレス

　昨年はコロナ禍の影響で急遽中止となり名古屋中央教会で

礼拝のみとなったクリスマス例会が会長の願望でもあった名

古屋南山クラブとの合同で開催された。今回のアトラクショ

ンには、愛知県立芸術大学卒の成田萌さんと大木悠起子さん

お二人のヴァイオリンデュオ演奏を聴き、また、お二人の演

奏でワイズソングを唱和してクリスマス例会ならではの優雅

な雰囲気を醸し出して貰えた。食事も時間も制限され手かせ

足かせを付けられた例会でしたが、やっとワイズの醍醐味つ

どい、そして語らう例会が開催できたことが本当に嬉しく思

います。今回はクリスマス例会でもあり、静岡に引っ越しさ

れた鈴木貞祥さんや鬼頭栄子さんや木本精之助さんなど普段

出席が難しい面々も出席となり、４０名近い出席者で久しぶ

りに賑やかな感慨深い例会となった。

　祝会の前の礼拝では、川本龍資君がスマートフォンを使用

した、現代的なクリスマスメッセージを拝聴して心温まる思

いをした。また、戸田朱美さんに今年もオルガン演奏をお願

いして華を添えていただきました。

　当方の準備不足もあり名古屋クラブ・名古屋南山クラブと

の交わりがあまり持てなかったのが反省点です。合同例会に

　ふさわしい交わりを持った例会に今度は気を付けます。

　最後に蛇足ではございますが、長男智大と次男敦士と私三

人で司会進行をさせていただき思い出のクリスマス例会とな

りました。

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

年 月 日 曜日 会場 プログラム
2022

1
11 火 名古屋 YMCA・Zoom ①メンバーによる２分間スピーチ
21 金 Ｚｏｏｍ ②役員会

2
17 木 会場は未定 ①卓話　講師　きくち教児氏
8 火 Ｚｏｏｍ ②役員会

3
8 火 名古屋YMCA・Zoom ①卓話　講師　椿　佳代氏
17 木 Ｚｏｏｍ ②役員会

4
12 火 名古屋 YMCA・Zoom ①卓話　講師　高木友徳氏
21 木 Ｚｏｏｍ ②役員会

5
10 火 名古屋 YMCA・Zoom ①卓話　講師　小田哲也氏（候補）
13 木 Ｚｏｏｍ ②役員会

6
14 火 名古屋 YMCA・Zoom ①次年度に向けて
16 木 Ｚｏｏｍ ②役員会
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　　　��1 月の役員会は会長都合により 21日（金）になって
います。

1-2.・�2 月は第一例会が講師都合により、17日（木）、第二
例会が 8日（火）に変更。

　　　�きくち教児氏の講演は、会場を借りて拡大開催で行う
予定。ワイズの口コミの範囲内で宣伝をしますのでご
協力ください。Zoom無。　

1-3.・�3 月〜 5月までの第一例会卓話講師の予定。
　　　�3月 8日（火）椿　佳代氏　災害ボランティアコーディ

ネーターなごや所属
　　　�4 月 12 日（火）高木友徳氏��心療内科・精神科医、

ともこころのクリニック院長
　　　�5 月 10 日（火）小田哲也氏　福岡中央クラブ所属　

NPO法人箱崎自由学舎 ESPERANZA代表
　　※�各講師のプロフィールについては別紙参照ください。

4月は講師都合で日程調整有。
2. 第一例会食事の件　
2-1.・�第一例会の食事を再開するか否かについて検討の結果、

1月と 6月の内輪での開催は食事有で計画し、その他
卓話講師を招く例会は時間の都合もあり、食事は無し
で開催することになりました。尚、コロナの変異株等
感染状況によっては、計画の見直しを行います。

3. 12/11 クリスマス例会会計報告　
3-1.・��( 収入）会費��264,000 円　�
　　内訳　�南山�　68,000 円
　　　　　　　　(@8000 円 X7人 ,�@6000 円 X2)
　　　　　名古屋 196,000�円　
　　　　　　　　(@8000 円 X17 人 ,�@6000 円 X10)
　　( 支出）合計　253,000 円���
　　内訳　ホテル�228,000 円
　　　　　　　　�( 食事@6000 円 X38 人、演奏者 2名含 )
　　���������演奏者謝礼��20,000 円、オルガン謝礼�5,000 円��
　　( 差し引き残高 )����11,000 円
　　　　　��( 残金は南山と折半し、5,500 円をファンドに

入れる )　以上。
4. 愛実の会クリスマス会　キャロリング　
4-1.・12 月 25日（土）9時〜 12時 30分　

　　合唱時間：10時 45分〜 11時 15分（6曲 30分）　　
　　集合時間：9時（当日合唱の練習をします）　
　　集合場所：�愛実の会東隣の居宅介護事業所あみ（駐車場

6台まで）地図有。
　　担当：食事�（谷川・平野）ケーキ（西村）案内（川本）

歌集指導（戸田）
　　音響（渡辺）献金（平野）
　　　　　�終了後、食事を準備しています（クリームシ

チュー）
　　　　　�玄関口にて歌いますので、暖かくしてお出かけく

ださい。
　　　　　�尚、食事準備等のため参加者を 20日までに確認

します。皆さんどうぞご協力ください。
5.　ＹＭＣＡより�
5-1.・クリスマスコンサート
　　　�12/18（土）名古屋港ポートビル 4Ｆで開催、100

名規模
　　　クリスマスメッセージは川本さんが行います。
5-2.・�2022 年 1月 16日（日）名古屋ＹＭＣＡ創立 120周

年記念礼拝＆祝会開催
　　　�名古屋クラブが中心となり結成した「キャンプソング

の会」が祝会を担当します。
　　　�1 月 9 日（日）16 時 30 分〜キリスト教社会館にて

リハーサルを行います。
6.　 その他　
6-1.・�今期 DBC交流会は中止し、来期名古屋クラブの持ち

回りの方向で開催する。
6-2.・�西日本区への半年報報告は、1月 1日の時点 20名（変

動なし）で報告する。
6-3.・�国際会長及び国際議員の選挙について平野会長に一任

する。
6-4.・�次年度日和田キャンプ場再建に向けて、名古屋クラブ

としての関りを検討していく。
6-5.・�2022 年 1 月 19 日（水）京都 YMCAチャリティー

ゴルフ大会へ有志で参加。
　　　�会場：瀬田ゴルフコース　�
� （戸田）

YMCA ニュース

冬季プログラムが終わり、間もなく 3学期がスター
トします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

YMCA　1 月の予定

１月 16 日（日）名古屋YMCA創立120周年記念礼拝・
記念祝会（日本基督教団名古屋中央教会にて 15：00
より開始）

メン
��6 日　木本精之助君
��7 日　西村　清君
15日　平野実郎君
17日　河部　薫君
19日　鈴木貞祥君

メネット
��6 日　河部慈美さん
11日　中村正子さん
30日　久保田美代子さん
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　　「�あなたがたの神、主が御心にかけ、あなたの神、主が年の初めから年の終わりまで、常に目を注い
でくださる」�

( 旧約聖書・申命記１１章１２節 )
�

西　村　　清

　「新年あけましておめでとうございます」。古くから世界

中で交わされてきた挨拶です。だれでも新鮮なスタートは

大好きですし、新しい機会、よくなろうとするチャンス、

新しい希望に生きたいからです。

　でも考えてみると１２月３１から１月１日は時間の連続

で、特別な意味はないわけです。ただ人間が勝手に区切り

をつけて、新しくなったと言っているだけです。しかし聖

書は時間に区切りをつけています。時間を区切ることは神

様の御心であり、恵でもあります。これまでのことを反省

し、新しい希望と決心をもって、新たな歩みを始めるので

す。神様はいつもそのような我々人間に目を向けて下さっ

ているのです。

　そして神様は、我々がそのように新しく出発する際に、

当然なことながら、自分の希望、目標を定めて計画を立て

ることはすばらしいことですが、そのような我々に神様は

目を注いでくださっています。それはそのような「私」だ

けではなく、「私の隣人」にも目を注いでくださっている

のです。そのことを思いますと、自分の希望、計画の中

に、自分が幸せになるようにと願うことは当然なことです

が、同時に他のみんなが幸せになるために何が出来るかを

考え、他者のために尽くすことも新しい年の目標の一つに

加えたいと思うのです。神様の見守り、祝福が豊かにあり

ますように祈ります。

　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

特集「ようこそ IGO へ」　Vol.3

【IGo インターンになる】

○�対象は、ワイズメン、ワイズメネットのメンバーの子供

や孫、あるいは彼ら自身がワイズメン、ワイズメネット、

ワイズユースのメンバーであり、YMCAの若い職員で

もあります。

○ �YMI の申請者は、グッドスタンディングで活動してい

る提携クラブに所属していることが望ましいです。

○�申請者は、申請時に 18歳以上 29歳以下でなければな

りません。

○ワイズメン会員の特徴である、理想主義、関心、意欲、

仕事の勤労観を明確に示す必要があります。目標志向で、

市民活動に興味のある心の広い人でなければなりません。

○�それが実現するのは 10〜 12 ヶ月後であることを、応

募者は認識しておく必要があります。

○�ほとんどのインターンシップは任意参加であり、補助

金はありません。ただし、経済的に困窮している場合

は、最高 500 スイスフランの助成金を受けることがで

き、旅費の 75%まではカバーすることができます。

○�応募者は、インターンシップ先の企業で使われている言

語を少なくとも基本的に理解している必要があります。

� 〈つづく〉


