
　　

　名古屋 YMCA の 2018 年度の年間聖句が決まりました。えっ、何そ
れ？と思われた方、関係ないと思われた方、今年はどんな聖書の箇所
から選ばれたのかと思われた方、たまたまこの文章をご覧になられた
方、是非最後までおつきあいください。
　年間聖句は誰がどのように決めているのでしょうか。総主事が新年
早々に山ごもりをして滝に打たれて心に浮かんで来たもの、に基づい
ているわけではありません。年間聖句検討委員会というものがあり、
そこで候補をあげて、最終的に理事会・評議員会で決定されます。何
だ会議で決まるのかと思われたでしょうか。その通りです。しかし、
誰が提案したのか、多数が支持したのか、によって決定されるわけで
はありません。そこには、不思議な神の導きへのうなずきがあるので
す。
　年が明けると委員にメールが届きます。過去の聖句、ブランドコン
セプト、MAP2020、ここしばらくの名古屋 YMCA の歩み、新年度の
歩みなどの資料が添付されています。委員会を構成する総主事と牧師
の資格を持った３人がそれを読み、祈りながらふさわしいと思われる
聖書の箇所を求めるのです。その宿題を持ち寄って委員会が開催され

ます。それぞれ聖句を選んだ理由を説明し、委員会としての候補を決
定します。
　今回は、新年度開校する日本語学校のこと、異国での生活をスター
トさせる青年を受け入れること、愛をもって行うことはブランドス
ローガンの中の「つながる。」にふさわしいこと、名古屋 YMCA の内
側（スタッフ、リーダー、会員）に向けて大切なことを語り続け働き
を充実させるメッセージになることを願って上記の聖句が英語で併記
することも含めて推薦されました。委員全員が納得して帰宅すること
ができました。後日、理事会・評議員会で承認していただき、2018
年度の名古屋 YMCA 年間聖句として掲げられることとなりました。
　「何事も愛をもって行うこと」は、しなければならない義務ではあ
りません。しかし、神の存在を知っていても知らなくても全ての人を
愛し、大切に扱ってくださる神がおられること。それに気付いたも
のが、自分と同じように愛されている他者に対して神の愛をもって
行動することは、愛されているものの願うことではないでしょうか。
YMCA の C が息づく、神の愛があふれる名古屋 YMCA の歩みへと導か
れることを信じて。

　ちょっといい話�

　愛知いのちの電話を創設時に支えられた大先輩の長寿を祝う会が行わ
れました。そこで、次のような話をお聞きいたしました。以前いのちの
電話相談は 22 時まで。業務を終えて帰るにはらせん階段を下りて、外
扉の鍵を閉めなければなりません。そこは暗いので懐中電灯を備えてい
ました。ところが当時は路上生活の方も近くにおり、懐中電灯の電池が
しょっちゅう盗まれます。その度に腹立たしい思いをして、新しい電池
を購入していました。ある日、いつも通り閉館し懐中電灯を点けようと
すると例によって電池がありません。腹立たしく思っていると、一緒に
いた相談員の方が、「電池だけでなく、困っているものがあれば紙に書
いておいてくだされば用意しておいたのに。」と言われたそうです。助

けを求めている人の相談を受けていたはずの自分の愚かさを痛感された
そうです。
　別の方が次のように話されました。いのちの電話の周年事業の挨拶で
最後に「今後益々発展し、次の周年事業も盛大に行えますように。」と
話を締めくくりましたが、次の方が「将来、いのちの電話が必要とされ
ない社会を創ることが目標です。」と挨拶されました。自分の考えの浅
はかさに気づかされたそうです。
　愛知いのちの電話は現在ボランティアに支えられて、24 時間 365 日
電話相談を受け続けています。先輩方の話を伺い、創設時の熱い想いが
今も脈々と受け継がれていると共に、年齢を重ねてもしっかりと人の話
に耳を傾け、気づきを得ることの大切さを学びました。

（名古屋 YMCA 総主事　中村　隆）　　

　2018 年度 年間聖句
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Let all that you do be done with love. 1CORINTHIANS16:14
　　　　　　　　　　　　　　　　

南山教会牧師　村　山　盛　芳

「名古屋YMCAは、キリスト教精神に基づき、すべての
人びとに、生涯にわたる学習の場と、社会参加の機会
を提供し、相互の交わりと連帯を通して、共に生きる
世界の実現を目指します。」
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合同ピアノ発表会が行われました

　3 月 3 日（土）名古
屋市瑞穂文化小劇場
にて「名古屋 YMCA・
南山ファミリー YMCA　
2017 年度合同ピアノ
発表会」が行われま
し た。 演 奏 者 の 皆 さ
んは綺麗なドレスや
スーツを身にまとっ
て緊張した様子で会場に来てくれました。本番はドキドキしながらも、今
までの練習の成果を発表することができました。舞台では堂々として、素
敵な演奏をすることができ、多くの人に感動を与えていました。ピアノ発
表会は毎年この時期に行われます。お時間がありましたらぜひ会場へ足を
お運びください。 （報告：鵜崎 祈）

リーダー感謝会を行いました

　3 月 21 日（水）に 2017 年度リーダー感謝会が、南山ファミリーＹＭＣ
Ａのホールで行われました。日本キリスト教団南山教会の村山盛芳先生か
ら卒業生へメッセージをいただき、会が始まりました。新しい環境に行っ
ても周りと比べるのではなく、ひとりひとりが大切な存在であることをあ
らためて感じられるメッセージでした。
　大学を卒業するリーダーたちは、これから活動を作っていくリーダーた
ちへの励ましの言葉、今回のリーダー感謝会などリーダーたちの活動を支
えてくださるワイズのみなさんへの感謝の言葉を伝えてくれました。
　最後はワイズの方が中心になって用意をしてくださった食事をみんなで
いただきながら、思い出話やこれからのお話をした楽しい時間となりまし
た。また、新たな繋がりも持つことができた会となりました。学生、社会
人、シニア、様々な立場の人が共に作り上げることがＹＭＣＡの活動であ
ることも感じられた会となりました。「ＹＭＣＡでは卒業がありません！」
と、様々な場面で話があったように、いつでもＹＭＣＡで待っております。

（報告：遠藤 恵美子）

東日本大震災追悼式―名古屋から東北へ―

　３月 11 日（日）に市民・団体・
行政と様々な人々が集い、矢場
公園で東日本大震災追悼式が開
催されました。地震発生時刻の
14 時 46 分には、東北の方角へ
黙とうを捧げました。東日本大
震災犠牲者追悼式あいち・なご
や実行委員会の浜田ゆうさんの
話の中で「東日本大震災から７
年という時が経ちました。時が
動き出している人もいれば、止

まったままの人もいます。」という言葉がありました。月日が流れていく
中で改めて「何ができるのか」を考えさせられる、そんな時間であったの
ではないでしょうか。ご来場頂いた皆様、ありがとうございました。

（報告：藤本 涼子）

ＹＭＣＡ「春のウォーキング２０１８」
―堀川７橋を巡って―

　好天に恵まれた 3 月 24 日（土）、【3・11 東日本大震災を忘れない】を
旗印に、７回目となる名古屋ＹＭＣＡ「春のチャリティーウォーク」が開
かれました。今年は尾張・名古屋の発展の歴史に欠かせない堀川運河とこ
れに架かる堀川７橋を巡るコースとしました。初めてＹＭＣＡの行事に参
加した人から、長年の会員まで約 30 名。スタートは佐屋街道につながる
尾頭橋。鎌倉古道につながる古渡橋、往時の花の名所、日置橋。中心街、
広小路に架かる納屋橋、美濃路、飯田街道の分岐、伝馬橋、次いで中橋、
最終ゴールの五条橋まで。名所旧跡や運河の変遷をたどりながらの２時間
半を十分に楽しみました。
　参加者からは、「改めて、城下町・名古屋の魅力を知りました」の声と共に、
寄せられた３万円の参加費（カンパ）は４月に行うワイズメンズクラブの
東北復興支援ツアーチームに託して被災地に届けます。

（報告：名古屋東海ワイズメンズクラブ会長　長谷川 和宏）

春のリーダートレーニングを実施します

　5 月 3 日（木・祝）～ 5 月 5 日（土）の 2 泊 3 日で日和田高原キャンプ
場にてオープニングワークとリーダー実技トレーニングを実施します。5
月 3 日はお昼に集合して、一冬越えたキャンプ場を大清掃 !! 夜は交流の
場としてバーベキューとキャンプソングの集い、4 日・5 日は実技トレー
ニングを行います。ぜひ多くの方々のご協力をよろしくお願いします。

聴いてください！私の好きな作品
輝かせる一冊の本

　朗読講座の生徒の皆さんがお気に入りの本の魅力を 5 分でアピールしま
す。（2 分間朗読、3 分間発表）
　参加者の方は発表を聴きながら一言感想をご記入いただきます。本を通
して人を知る・人を通して本を知る時間を一緒に過ごしませんか？

　　◎日時：2018 年 4 月 26 日（木）10：30
　　◎場所：名古屋 YMCA

4 月 3 日（火）
朝 7:45 ～ 8:30　
名古屋 YMCA
5 階チャペル

維持会員（継続）� 2018 年 2 月 1 日～ 28 日

大島孝三郎　　山村喜久　　下村徹嗣　
福田忠徳　　　柴田勝義

寄付（クリスマス献金）2018 年 2 月 1 日～ 28 日

小林滋記　　杉山弘時　　近藤　豊　
荒川文門　　浅井昭和　　都築正和

名古屋 4月10日（火）　19:00 メネットナイト「生活困窮者支援事業からみえ
てきた子どもの貧困」　佐藤 康光 氏 名古屋 YMCA

名古屋東海 4月12日（木）　18:45 和風から「The Next Wa-fu」の発信　
　　㈱ワーロン代表取締役社長　渡辺 敬文 氏

ラ・スース
ANN

名古屋南山
名古屋グランパス 4月  3日（火）　19:00 合同例会　　YMCA 日本語学院訪問 YMCA

日本語学院

名古屋グランパス 4月14日（土）～15（日）東北被災地応援ツアー～海から原発を見る＆
漁師（漁協）から話を聴く～ 福島県

ワイズコーナー 4月例会の予定維持会員・ご寄付�感謝� 早天祈祷会


