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名古屋グランパス ワイズメンズ クラブ 
        NAGOYA YMCA5-2 KAMIMAEZU2 NAKAKU  NAGOYA 460 JAPAN 
 

 

国際会長標語   「新しいワイズダムを築こう イエスの教えのもとに」 

ｱｼﾞｱ会長標語   「一粒の種となろう」 

西日本区理事標語 「（夢を語り未来を創造しよう）-クラブビジョンを語ろう-」 

中部部長標語     「参加することに楽しみを見つけよう Enjoy Your Commitment」 

クラブ会長標語  「１０周年に向けて、再度団結しよう」 

                                  200２年 4 月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 
目を上げて、わたしは山々を仰ぐ。わたしの助けはどこから来るのか。わたしの助けは来る天地を造られた主

のもとから。どうか、主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく、寝ることもない。      
                                                                                          詩篇121      

               
                                                            

例会出欠・遅刻の連絡は「ご出欠連絡書」によりお願いします 

２００２年4月例会ご案内
 
◎第一例会   
    

と  き ：3 月 1４日（日） 
 ところ  ：南知多（詳細は下記） 
時 間 ：ＡＭ10：０0 頃 現地集合 
 「潮干狩り」です。 
潮干狩りの季節がやってきました。今年 
は日本在住のフィリピンの子供たち 30 
名ほどを招待して盛大に行いたいと思ま 
す。バーベキューとアサリの味噌汁をサ 
ービスすることになりましたので、みな 
さんのご協力お願いします。ファミリー 
でご参加下さい。 
 
 
 

 
 
前日よりチッタナポリに宿泊できます。 
ただし、寝具はご持参下さい。海は思っ 
たより寒いです。暖かい服装で、おにぎ 
り等食事は自前でお願いします。 
当日連絡先 
 坂口携帯 090-8952-1695 
 チッタナポリＣ－801 号室 
    TEL 0569-63-2034 
 

◎第二例会   
と き ：４月 2３日（火） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ 
  時 間 ：PM７：００～ 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（３月） 
在  席  者 24 名 第  1  例  会 16 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  
例会出席者 20 名 第  2  例  会 12 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

３ 
月 

例

会 当月出席率 83.33 部   会    他  1 名 累              計  累          計  9690 
 

“TO  ACKNOWLEDGE  THE  DUTY  THAT  ACCOMPANIES  EVERY  RIGHT” 
＝強い義務感を持とう。義務はすべての権利を伴う＝ 



     ３月第一例会 報告     
 

パソコン教室 ３月１２日  
名古屋 YMCA 講師：深谷光子 先生  

 

 
 グランパスもほとんどのメンバーがメールを 
使いこなし、このブリテンもメール発信となっ 
ています。このことは区としても当クラブだけ 
のようです。ただまだ１名が未開通ですので、 
完璧ではありませんが時間の問題だと思います。 

 
やさしく手ほどきを受ける早川兄 

このような環境の中、パソコンをもっと使い 
こなそうと、パソコン勉強会を開きました。  
事前にメンバーの希望から、EXCELL の一歩 

進んだ使いかたを教えていただきました。 

 
いつになく真剣な表情の佐々木・坂口兄 

参加者はすでに基本的な使い方には慣れては 

いるものの、便利な機能がまだまだ山のように 
奥にひそんでいます。その入り口を今回開いて 
いただきました。 

短時間ですのでほんの一部でしたが、これを

機にEXCELLの便利さにのめりこみそうなのは、

私だけではなかったようです。当日の参加者の

中に冒頭の１名もおられました。ぜひ今回の体

験が突破口になることを希望しています。加え

て、グランパス・ホームページの立ち上げも近

い将来、夢でなくなる日も近いでしょう。 
                服部 庄三 
深谷先生のメールアドレス：fmitsuko@nifty.com 
 
        
    第４回Ｙ－Ｙフォーラム      

 

 
 

 第４回Ｙ・Ｙフォーラムへの参加・支援ありがと

うございました。１００名～１２０名の参加者を目

標に準備を進めてきましたが、なんと１８０名を越

える参加をいただきました。外部からの評価も今の

ところ予想以上に良いようです。Ｙ・Ｙフォーラム

実行委員会では、５月末ぐらいまでに報告書を作成

する予定です。重ねて感謝いたします。 
 Ｙ・Ｙフォーラムは、ＹＭＣＡとワイズの協働を

考え話し合う為の催しですが、今回は特に『若い世

代と一緒に何ができるか』ということに取り組んで

みました。 

 
    ワークショップ「開発教育」の一場面 



 
フォーラムの運営もリーダーやインターアクト

クラブ（ロータリークラブの支援する高校生の奉仕

クラブ）の高校生・名古屋ＹＭＣＡの若い職員の協

力なしではできませんでした。 
ＹＭＣＡやＹ‘ｓの活動や発展には若い人・若い

心を持った人がかかせないと思います。私自身も

若々しい心を持ちつづけたいと思っていますが､他

人から見れば心身ともに確実に歳を取っているの

ではないでしょうか？ 

 
名古屋のワイズは今、確実に高齢化しています。

メンバーの数も減少しています．しかし、ＹＭＣＡ

の中には、昔に比べ少なくなったとはいうものの若

い人はいます。この若い人達に、近い将来ワイズに

目を向けてもらうには今何をすると良いのか、何を

しなければいけないのかみんなで考えていきたい

と思います。 
                坂倉  洋 

 
 

第 4 回西日本区 YY フォーラムに参加して 
 
3 月１０日開催の準備を前日よりユース若者と一

緒に食事の準備をしました。 

 
お楽しみランチタイムでのメンバー 

メニューはカレー どて煮 サラダ ワイワイ 

ガヤガヤとにぎやかに時間のたつのが非常に早く

感じましたが 年齢には勝てず足と腰がガタガタ

でした。夜は前夜祭で若者との交流会またゲームに

と夜遅くまで頑張りました。 
 3 月１０日 10 時より開会式があり朝市ワークシ

ョップではこども買春に出席しました。 
 こども買春とは、お金や物品などを供与しその約

束をして子供に対して性交または性的類似行為を

するなど、弱者の人権を考えない行為です。 
買春とは、買う側に問題があるという意味をこめ

てこども買春の根絶を目指すＮＧＯが使い始めた

言葉です。 
○ワークショップでの話し合い  
これからどうすればこども買春がなくなるか 
（1）海外での買春などの行為はその国の貧困にも

原因があるではないか。またこどもを対象にする大

人に問題がある。 
（2）東南アジアなどでのこどもを教育する場所が

ない環境にも問題があると思う。 
その他いろいろな意見が出された。 

  
発表・共有の一場面 

○各Ｙ いりゃーせプログラム 
グランパスはフィリピンワークキャンプについ 

て坂口兄が発表をスライドでアピールしました。 
その他 広島 姫路グローバル 京都ＹＭＣＡ 
学生ＹＭＣＡの発表がありました。 
ランチタイムは前日奮闘したカレーを食べ、午後か

らのプログラムにはいります。  
○プレゼンコンペ 
ライフサポートセンター（三重ＹＭＣＡ）、新キ

ャンプ場ワーク（奈良ＹＭＣＡ）、日本語学校支援

（京都ＹＭＣＡ） 
ティータイムをはさんで（作戦タイム 1）（作戦タ

イム 2）各教室で開きました。 
西日本各Ｙ，ｓ ユース 学生 諸君に協力いただ

き成功したと思います  
                 早川 政人 
 
 
  ファミリースキーin 山田牧場      
 

山田牧場はどえりゃあおもしろかった。 
 
1泊2日のグランパスファミリースキーは我が家の

年中行事のひとつになりました。 
朝 5 時半の出発はかなりきついものがありました



 
が、須坂インターを降りたころには心もウキウキし

てきました。山田牧場に到着は 1 番。我が家のチビ

ッコ達はもう雪で遊び始めていました。 

 
この時期にこの雪質 

ニュー笠岳は十年以上ぶりだけれどマスターの

武田さんはちゃんと覚えていてくれました。 
でも、ある人に言わせると僕のことは忘れられな 
いみたい。 
スキーも楽しかったけれど、温泉につかって、酒 
を飲んで、最高でした。 
なんたってみんなワイズメンですから。 
夜は外で子供達と雪合戦。 
これがむちゃくちゃおもしろい。 
思わず本気になって子供達と勝負。 
その内大人も加わり壮絶な戦いが繰り広げられた

のであった。 
全身雪まみれで戦いは終り、体力を使い果たし、 
くたくたで床につくのであった。 

 
      もうあかんクタクタじゃ 

 
 翌日はなんと昨晩降った新雪しかもパウダース

ノーが待っていてくれました。 
膝が笑うほど滑りまくり、あっというまに午前が終

わる。最高でした。 
帰りの車の運転のつらいこと。 
でも、車中で耳にする声は子供達の「楽しかった」

の想い出話。 
もう来年の山田牧場の話が始まっています。 
今回参加できなかったグランパスのメンバーの皆

さんには次回この楽しさをもれなく味わっていた

だきますので、たくさんで参加してグランパスを盛

り上げましょう。 
最後にこの企画をプレゼントしていただきました 
吉田ムッちゃんに心より感謝したいと思います。 

佐々木 忍 
 

 
 
ｐｓ我が家の次男の弦はキンチャンのファンにな

ったそうです。 
。・。・。・。・。・。・。・。・。 

 

 
 雪と露天風呂 これ以上何を求めますか。 
 来た者にしか分からない、この満足感 

 
 
     ＹＭＣＡだより          
 
１．イースターエッグコンテスト開催 

  ３月下旬から４月上旬にかけて標記のコン

テストが開催されました。 
  イースターをお祝いして、たくさんの子ども

達から素晴らしい作品が 
  寄せられました。感謝です。 

２．YMCA では、ワイズメンの方々のご協力を得

て、２００２年度もさまざまなプログラムを行

ってまいりますの。ご協力を何卒よろしくお願

いします。 
--  
Akira Funato 
<a-funato@nagoya-ymca.or.jp> 

 


