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国際会長標語   “Ｂｅ Agents of Cange”［変革の担い手になろう］押し寄せる挑戦に応えるために 

ｱｼﾞｱ会長標語   “New thinking New action!”[新たな思考で、新たな行動を！] 

西日本区理事標語 “Serve as a bridge for the future”[未来に架ける橋] 

中部部長標語     [高めようリーダーシップ 築こうネットワーク] 

クラブ会長標語  ｢ワイズスピリットと個性を生かして地域へ出よう!!｣ 

 

                                2003 年 9 月号 
            ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 

人にしてもらいたいと思うことを、人にしなさい 

                              ［ルカによる福音書６章３１節］                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

 2003年 9月例会ご案内
◎第一例会   

 と  き ：９月４日（木） 

 ところ  ：名古屋ＹＭＣＡ 

時 間 ：１９：００～ 

ドライバー ：坂野君      

  卓 話：「食生活の改善法～病気にかから

ない食事等」 

講 師：健康管理士指導員 坂野順造氏 
 

 坂野君の高校の同級生で本職は服飾デザイナ

ーでレナウン本社のデザイナーとしてイタリア

を往復生活していた頃、病気となり西洋医学の治

療に限界を感じ、東洋医学の食事療法を独自に研

究を始め病気を克服、その後健康管理士指導員と

なった異色の経歴を持つ方です 

 第一例会は弁当有りです。出欠連絡は確実に。 

 

 

 

◎第二例会   

と き ：９月１８日（木） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ 

 時 間 ：１９：００～     

   

◎その他 

１．根の上キャンプ５０年の集い 

と き ：９月１５日（月） 

  ところ ：根の上キャンプ場 

 

２．中部部会 

と き ：９月２１日（日） 

  ところ ：センチュリーホール 

 
 

８ 

月   

例
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   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（８月） 

在  席  者 16 名 第  1  例  会 13 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  

例会出席者 13 名 第  2  例  会 13 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

当月出席率 81.3% 部   会    他 名 累              計  累          計   

 

“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＝ 



     8月第一例会報告             

 

    ２００３納涼例会 
 

 
 

出席者：吉田正、坂口、阿部、坂野、三井、吉

田一誠、吉田メネット、松原 

    早川、井川、佐藤、佐々木、鈴木連絡

主事 

ゲスト：橋爪中部部長、小塚氏 

ドライバー：佐々木 

 

８月第一例会は恒例の納涼例会として夏本番

を迎えるにあたり、精力をつけようと沖縄料理

店での例会となった。欠席者が３名というなか

なかの出席率でした。やっぱりグランパスには

ガソリンが必要なんですね。 

 さて、例会はというと吉田会長による蛇味線

の開会点鐘に始まりワイズソングまではいつも

通り。次に橋爪中部部長による部会のピーアー

ルがあり、挨拶の後酒も飲まずに次の予定があ

るとのことで退席。（もったいない） 

 

 
     ゲストの小塚さん 

 

 乾杯の後はいつもの如く、楽しく歓談。ゲス

トの小塚氏（通称：ぼんち）は南山ＹＭＣＡの

リーダーＯＢで今回初参加。しかし、ＹＭＣＡ

を知り尽くした（又は利用し尽くした）彼はと

ても初参加とは思えないくらいグランパスに溶

け込んでいました。ちなみに奥さんも南山ＹＭ

ＣＡのリーダーＯＢなんですよ。 

もう入会するしかないですね。 

 

 
      沖縄民謡ライブ 

 

 さらに、会場の沖縄料理店「圓」のおかみさ

んによる沖縄民謡のライブがあり佐々木君の沖

縄舞踊？も披露されました。泡盛で盛り上がっ

たので記憶もなくなり、肝心の議事については

ほとんど覚えていません。議事どころかどうや

って帰ったかも覚えていません。 

 

 
   ドライバー自ら盛り上げました 

 

従って、第二例会はよろしく。なんだか久し

ぶりに元気な顔が見れたメンバーもいてとても

楽しい例会だったことだけは記憶に残っていま

す。これからは飲み会の記録は呑み助には書か

せないようにしましょう。それでは皆さん夏バ

テをしないように元気に夏を過ごして下さい。

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！     佐々木 忍 

 

  
 橋詰中部部長も参加されて盛り上がりました 



 

     ８月第二例会報告      

 
日時 ８月２１日木曜日 19 時～20 時 30 分 

場所 名古屋ＹＭＣＡ３０５号室 

出席 吉田正、早川、服部、荒川、坂倉、坂口、

三井、佐藤、佐々木 ９名 

ゲスト 下村さん 

諸報告            記録：佐々木 

1.日和田火祭りについて 

当クラブが出店した成果について報告がな

された。それによると、売り上げは当初予定

していたものを上回る成果があったとのこと。 

2.チャリティーランについて 

今回は１０回の記念大会になるとのことで

当クラブの坂倉君が実行委員長を務めること

もあり、より積極的な参画を確認した。 

3.西日本区ＣＳ担当者研修会について 

早川君より報告がなされ、ＣＳ基金を有効

に利用することを今後検討していくことの確

認がなされた。 

4.中部のホームページ開設について 

     中部のホームページ開設に関する準備委会

が発足し、委員長に当クラブの荒川君が就任

することとなった。 

協議事項 

1.中部部会の出欠について確認がなされた。 

2.十勝ジャガイモについて 

９月第一例会までに数をまとめることとの

確認がなされた。 

3.９月第一例会について 

ドライバーは坂野君 内容は卓話をメイン

とし食事付きで行う旨確認がなされた。  

4.根ノ上５０周年について 

ドリンク販売を当クラブで行ってはどうか

との提案があり、実施する方向でＹＭＣＡに

申し出ることを承認した。尚、当日の参加申

し込みについては個人単位で申し込みを行う

こととした。 

5.合同例会について 

今後原案をさらに検討して楽しい会にして

いくためにしっかりと準備を進めていかなけ

ればならない旨確認がなされた。 

6.その他 

１０月５日に予定されている街頭募金につ

いて多くの参加者があるように当クラブのメ

ンバーもできるだけ参加する旨確認がなされ

た。今回ゲスト参加していただきました下村

さんは、元少年部のメンバーで久しぶりにＹ

ＭＣＡに来ていただきました。是非とも入会

までこぎ着けたいものですね。ＥＭＣがんば

りましょう。 

     日和田かがり火祭り      
 

 
 

日和田高原火祭りに参加して 
 

 ７月下旬、早川さんにから、『火祭りの景品の買

出しに行こう』との連絡が入りました。 

『え～ッ、ぼっぼくが～？』（これまで数々の仕入

れの失敗をしているのに……）と思いましたが、

早川火祭り実行委員長からの連絡を断るわけにも

いかず、また仕入れも景品をお店であれこれ見な

がら『これうけるかな～？』『へ～こんな物がある

の～！』などと結構楽しいので早川実行委員長の

秘書として久しぶりにいつものお店に行きました。

そして、私が予想していた以上の景品を買い込み、

火祭りの準備か始まりました。池野さんに無理を

言ってこころよくトイレットペーパーを寄付して

いただき（日和田キャンプ場の為）、当日必要な備

品（テーブルクロス・マジック・ポスター・紙・

紐・がムテープ・テープ・レンガ・台・つり銭・

箱…………………）を準備をしました。 

 

 
   子どもたちに大人気のお店でした 

 

 かがり火祭り当日（８月２日）午前８時３０分

に恵那峡サービスエリア集合、一路日和田高原へ。 

今回の火祭り参加は、ファンド作りではなくお楽

しみとのことでしたが、お客さんが来るは来るは

でビールを飲むひまもあまりなく、食事らしい食

事もとれず、歌謡ショーも見れず、今までの仕入

れの不良在庫もいっそうし予想外に大盛況でした。 

火祭りが終わりキャンプ場に泊まるメンバーを残

し、名古屋に帰ったのは８月３日午前１時ごろで

した。とても疲れました。 

結果は後日早川実行委員長より発表があると思い

ますが、できれば、収益の中からチャリティーラ

ンに寄付をお願いしたいと思います。 



 

 
  自然の空気も満喫しました 

 

参加者  阿部ファミリー（３名）・早川ファミリ

ー（６名）・坂口ファミリー（４名）・吉

田一・吉田正・加藤ファミリー（２名）・

松原ファミリー（４名）・坂倉ファミリー

（３名） 

 

みなさんお疲れ様でした。 
 

 
     もうかったかな？ 

      

 

 

やった！！景品完売 
坂

坂倉 大輝 

（やった！！景品完売。） 

花火大会終了後、たった二つだけ残っていた、

スマイリーと骸骨の模様の光る風船（？・・・名

前忘れました。）が売れ、なんとか目標を達成した

あとは、なんとなく気持ちよかった。 

この日、僕は、父と妹と共に日和田高原の「か

がり火祭り」でグランパスワイズメンズクラブが

開いている出店の手伝いをしていた。 

 店は、なかなか人気で（ゲームをやっている店

は、グランパスの一店のみだった。）すごく忙しか

った。が、時に休みをもらって他の店を見て帰っ

てくるとやる気がでてまた店に出る、といったこ

とを繰り返していると疲れはしたが、嫌な疲れで

はなかった。 

 
     長蛇の列のグランパスブース 

 

 店番をしていると、三千円も使ってくれるお客

や、他のお客の代わりにゲームをして頼まれた景

品を見事に取っていくお客などいろいろな人が来

てくれて退屈せず、それはとても楽しかった。 

 

 
お客様どんどんで大忙し 

 

グランパスの大人の人は、お酒のせいか疲れる

ようで、すぐに休憩。よく交代をしていたが、僕

ら子供（？）組は、長い時間店番をして楽しんだ

ように思う。 

最後には、景品がほとんど無くなってしまった

のでゲームは終了。景品の販売となってしまった

が、それはそれで面白味があった。 

 また機会があれば参加したいと思う。 

 

 
   今年も幻想的なかがり火でした 

 


