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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   “Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need”［求めるワイズから 行動するワイズへ］ 

ｱｼﾞｱ会長標語   “Lead by your own Action”[行動するリーダーになろう] 

西日本区理事標語 “Go Forward with Love and Courage” [すすめ、愛と勇気をもって] 

中部部長標語     “Think Together Act Together”  [共に考え 共に行動] 

クラブ会長標語  “Lets move for future of the Earth !!｢地球の未来のために行動しよう｣ 

 

                              2006 年４月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 

 互いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。主があなたがたを赦してくださったように、あなたがたも 

同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛は、すべてを完成させるきずなです。 

                                              コロサイの信徒への手紙第３章１３節～１４ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

グランパスホームページ http://www5.ocn.ne.jp/~ysmen/ 

200６年４月例会ご案内
 

◎第一例会   

 と  き ：４月６日（木） 

 ところ  ：エースレーン（ボーリング） 

時 間 ：１９：００～ 

内 容 ：ボーリング＆焼肉宴会 

ドライバー：早川君 

若きリーダーと懇親を図る目的として、まずは

事前調査。メンバー各位も楽しめるか？ 

ボーリング２ゲーム（貸靴付）  エースレーン 

瑞穂区堀田通８－１９ イヌイビル 

焼肉宴会 飲み放題 大香園 瑞穂区下坂町１

－２９  会費 ５，０００円 

８名以上との事ですので 是非参加をお願いし

ます。＊ご出欠は早川会長まで連絡ください。 

 

 

 

◎第二例会  

と き ：４月２０日（木） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ 

  時 間 ：１９：００～ 

 

◎潮干狩り   

と き ：４月１６日（日） 

ところ ：南知多山田海岸 

時 間 ：１１時現地集合 

     南知多病院の駐車場 

昼食は持ち寄り 会費１５００円 

 

 

 

３ 

月   

例

会 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（2 月） 

在  席  者 16 名 第  1  例  会 10 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  

例会出席者 10 名 第  2  例  会 5 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

当月出席率 63 % 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＝ 

 

http://www5.ocn.ne.jp/~ysmen/


     第一例会報告       
 

日 時：3月 2日（木）午後 7時～9時 

会 場：名古屋 YMCA３階 会議室 

出席者：阿部、荒川、坂倉、坂口、服部メネット・コ

メット、早川、坂野、三井、吉田正、徳田 

 

卓話：“ベトナム理解の夕べ” 

ゲストスピーカー：Le Viet Anh さん（名古屋大学

大学院博士課程在籍） 

 

名古屋大学大学院で学ばれている Anh さんを

ゲストに迎え、“ベトナム理解の夕べ”を持ちました。

ベトナム語、観光地、民族衣装のこと等、多彩なト

ピックについて語ってもらいました。その中でも、千

年を超える中国支配を経験したこともあり反中感

情を持つ人が多いこと、日本では一般にベトナム

戦争と言っているが、ベトナムではアメリカ戦争と

呼でいること（化学兵器、ダイオキシン等の被害は

甚大である）、86 年のドイモイ（刷新）政策により市

場開放と対外開放化を推し進め、現在日本にも多

くの魚介類が入ってきていること等、興味深い話を

聞くことができました。(徳田) 

 

 
 

 
 

 

 

     第二例会報告       
 

開催月日：２００６年３月１６日（木） 

場   所：名古屋ＹＭＣＡ 

出席者 ：早川、荒川、徳田、服部、坂倉 

議事 

１． 中部評議会について 

（１）次々期中部部長について 

３月１２日（日）開催の中部評議会において、

三井秀和君の次々期中部部長が承認され

た。 

  （２）会計報告について 

    評議会経費の内、余剰金約２５０００円はフィ

リピンレイテ島災害支援金の募金とされた。  

２． 西日本区大会について 

（１） 登録状況について 

実行委員会より報告されているが、中部

の登録が遅れているようである。グランパ

スメンバーは早急に登録すること。昼食の

登録を忘れないように。 

（２） メネット会について 

   大会当日のメネット会は、現中部メネット

主査の服部メネットが中心となって準備さ

れている。当日はグランパスメネットの協

力が必要であるので、各メンバーはメネッ

トに協力要請されたい。併せて登録もお

願いする。 

（３） 大会当日の役割について 

大会実行委員会において、各クラブの当

日の役割について議論した。グランパスの

役割はクローク担当となっているので全員

参加でお願いする。 

３． ４月ファミリープログラムについて 

   例年通り潮干狩りとする。潮のいい日として坂

口兄より日時について連絡があった。 

    開催日時 ： ４月１６日（日） 

  開催場所 ： 南知多山田海岸    

集合場所 ： 南知多病院の駐車場 

   集合時間 ： 午前１１時（雨天決行） 

   昼食は持ち寄り 会費１５００円 

４． ＢＦ・ＦＦ・ＴＯＦについて 

   例年どおり現金にて支払うこととする。 

５． ＹＭＣＡから 

フィリピンレイテ島の災害支援募金は４月中に

お願いしたい。 

 

６． ブリテン原稿について 

   第一例会報告：徳田、第二例会報告：荒川、中

部評議会：早川・服部、車いすマラソン：阿部、

山田牧場：荒川、ＹＭＣＡだより：徳田  

以上 

 

 



 

     中 部 評 議 会    

 
３月１２日、名古屋ＹＭＣＡにおいて今年度２回

目の中部評議会が開催されました。当日は名古屋

国際女子マラソンがあり、代官町のＹＭＣＡ前はそ

のコースにあたる為、車両通行止め。出席者は皆

地下鉄を利用。開始時間も１５分遅れとなりました。

真相は観戦者続発のためでしたが・・・。 

議事は部会計報告に始まり、次期の各役員が

承認されました。めでたく我がグランパスの三井君

が次次期中部部長に決定いたしました。残念なが

ら欠席でしたので、就任挨拶は延期となりました。

また、次期のＹサ・ユース事業主査には同じく坂倉

君が選出されました。おふたりの活躍を期待しま

す。 

２部の研修会では、西日本区クリスチャニティー

特別委員長の名古屋クラブ長井氏による、ワイズ

におけるクリスチャニティーについての講演を聞き

ました。ワイズはキリスト教の布教をしているので

はなく、キリストの教えに基づいた活動の中で、自

己を高めていくのだと教えられました。 

最後にクラブの評議会出席義務者は、会長、副

会長、直前会長、書記、会計です。くれぐれもお忘

れなく。 

服部庄三 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

    次期会長・主査研修会    
 

３月１８日（土）～１９日（日）六甲ＹＭＣＡ研修セン

ターにて、次期の会長・部主査研修会が開催されま

した。７月からの新年度に向け西日本区役員から

事業方針等を受講し、各部での活動に備えることと

なりました。雨・嵐・雪と大変な天候でしたが、みっ

ちりと詰まったプログラムで充実した時を得ることが

でき、夜の懇親会では各部の役員面々とゆっくりと

話すこともでき楽しむこともできました。 

中部からは栗原次期部長以下各次期事業主査、

次期会長が参加し、２日目の中部懇談会では熱い

議論を展開しました。現在のワイズの大きな課題は

会員増強です。次年度は２０００名を目標にしたい

との森本次期理事の意向もあり、クラブ会長の課

題はノンドロップはもちろんのこと、２０名以上のク

ラブを目指すことを要請されました。私は次期広報

事業主任として自分の考えを述べ、各部広報事業

主査さんとの懇談会では打ち解けた雰囲気の中、

これから一年の活動について意識を合わせまし

た。    

西日本区大会はまだ先ですが、いよいよ活動が

始まりました。 

 

○ 森本次期理事の３つの目標 

 

１． 会員増強「西日本区２０００名に向けて」

強力なチームーを発足させる。 

２． 国際統一事業「HIV/AIDS」撲滅に取り組

む西日本区ワイズメンズクラブを社会に

アピールし、地域と共に一丸となってこ

の運動を推進する。 

３． 「クラブ独自の特徴ある奉仕活動」の立

ち上げと活動の確立 

                         荒川恭次 



 

 
森本次期理事の事業方針説明 

 
荒川次期広報事業主任の事業方針説明 

 
夜の懇親会風景 

 
中部の次期役員懇談会 

     車いすマラソン      
 

第 17回全国車いす駅伝競走大会に参加して 

 

  皆さん車いす駅伝ってご存知でしょうか？昨年も

ブリテンに書かせて頂いたが、毎年２月の最終日

曜日に京都国際会議場をスタートし、西京極陸上

競技場まで５人のランナーで 21キロ余りをつなぐ駅

伝レースだ！ 

 京都府と京都市他が主催で、各県や政令指定都

市から選手が選抜され参加をする大会で、高円宮

妃殿下も来賓として参加され、大会は結構盛大で

ある。 

  さて、過去二回の大会出場を経験していますが、

過去二回はあまり良い思い出がない。一回目は補

欠で見に行ったつもりが、正選手の相次ぐ体調不

良により突然出走し、区間最下位をくらい、二回目

は結構練習したつもりが、全国の選手を相手にす

ると全く通用しなかった経験を持つ。今回で三回目

の参加だが、車椅子生活となったにもかかわらず、

過去二回の不甲斐ない成績から、めらめらと競争

心が燃え出してきた！ 

  だから昨年の夏以降練習や地方大会に出場し

て頑張ってきたが、今年はどうしようもないくらいの、

豪雨で駅伝が始まった。練習ではわざわざ雨の中

走る事はなかったので、雨の中で走るのは駅伝本

番が初めての経験となり、内心バクバクでレースに

のぞんだ。車椅子マラソンでは車椅子のこぐ部分を

手で握るのではなく、親指ではねるようにこぐから、

滑らないかとても神経質になった。しかもレース前

のアップが豪雨の為無くなり、本当に本番がぶっつ

け本番となったのである！ 

  なにはともあれ、レーススタート！幸いにもこぐ

手はほとんど滑らない！結構いけるかも…と思って

いたら、アップをしていなかったせいか、体が冷えて

いたせいか、たちまち５人にごぼう抜きされ、一人

は抜き返したものの、８位でたすきをもらうも、12 位

まで後退して三区に委ね、名古屋市チームは結局

28チーム中 15位で駅伝を終了した。私自身は区間

15 位で、目標としていた半分より上の 14 位に一人

及ばず、悔しく感じた。ともあれ、大会を支えて頂い

た皆さんにありがとうと、感謝を言いたい！ 

  例会で少しお話したが、この大会には 150 人弱

の選手の為に 5000 人程のボランティアが参加して

開催される。京都のワイズメンやリーダーらしい学

生も多数参加されていて、御所の近くも通行止にし、

市民も旗や声援で応援してくれる。名古屋では４月

に庄内公園で行われるチャリティマラソンや９月に

セントラルパークで開催されるものがあるが、京都

ほど盛大ではない。 

  京都ではチャリティランは二年前から行われてい



 
るようだが、こうした大会を見るたびに、名古屋の

チャリティランも 10年を越え、新しく変わってもいい

のではないかと思うようになってきた。なぜなら、健

常な人の大会は多数あり、チャリティランの目的で

ある、走れない人達の為に健常な者が走るスタイ

ルから、走れなかった者が自ら走るスタイルに変

わってきている様に思えるからだ！またＹＭＣＡが

外に向かい、情報発信する時期にきているとも思

いました。ＹＭＣＡのジャンバーを着たスタッフは一

般の中に居ても、とても目だっていました。 

 皆で考えていきたい課題と個人的には思います。                         

阿部一雄 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

車いすマラソン大会のホームページＵＲＬです。 

 
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tk7716/ekiden.

html 

 

 

 

 

 

 

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tk7716/ekiden.html
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/tk7716/ekiden.html


 

 メネット事業スピーチコンテスト   
 

「スピーチコンテスト」に参加してきました 

 

中部メネット主査 服部智子 

今期のメネット事業の国内プロジェクト｢全国ＹＭ

ＣＡ日本語学校スピーチコンテスト｣が２月１９日

（日）に大阪ＹＭＣＡで開催されました。残念ながら

日本語学校のない中部からの参加者はありませ

んでしたが、中部のメネットを代表してメネット主査

の私が出席しました。また審査にも参加してまいり

ました。 

各ＹＭＣＡの代表から選ばれた１７名が日頃の

成果を競いあい、その中から最優秀、優秀、メネッ

ト賞として奨学金が贈られました。コンテストの結

果、その他については西日本区のＨＰで詳しく報告

されていますが、当日は大阪を中心に多数のメン、

メネットが参加され留学生の皆さんのスピーチを聞

きました。 

審査は発音、内容、話し方の 3 つでそれぞれ評

価しましたが、皆さん発音はどの方も差が無いくら

いうまく、日本に来られてからの短い間の努力に

敬服してしまいました。内容は身近なできごとから

日本や日本人について、ボランティア等と様々でし

たが日本人として考えさせられたり、生活や文化

の違いに納得したりととても貴重な一日でした。 

審査に参加した各メネット主査からは「審査中は

点数付けに頭がいっぱいで、もっとゆっくりと聞き

たかった」という声が聞かれました。 

６月の西日本区大会のメネットアワーには入賞

者（３名くらい）の方に来ていただいてスピーチをし

ていただく予定です。ぜひメネットアワーに出席し

て彼らのメッセージをお聞きいただきたいと思いま

す。 

 

 
 

グランパスのメネットさんにお願い 

来る6月１０～１１日に名古屋で行われる西日本

区大会の準備が、実行委員会により着々と進めら

れています。 

大会中に開催されるメネットアワーには、メネット

会があるなしにかかわらず、たくさんのご参加をい

ただくよう、各クラブに呼びかけています。我がグラ

ンパスのメネットの皆さんにも、万障繰り合わせて

のご参加、お手伝いを切にお願いいたします。ご協

力よろしくお願い申し上げます。 
 

 
 

 

 

 

   山田牧場スキープログラム      

 

今シーズン最後のスキーに行ってきました。 

 

今年の南志賀山田牧場スキーツアーは、荒川と

私の２人だけという寂しいスキーになってしまいまし

たが、大自然の中雪がいっぱい残っているゲレン

デでスキーを満喫してきました。朝ゆったりと７時半

頃スタートして駒ケ岳サービスエリアで休憩、２セン

チはあるカツサンドが結構柔らかくておいしかった

です。天気も良く快適なドライブ日和、荒川の運転

も快調で私はスピードメーターのチェックと道路情

報と隣にいてうるさいおばさんをしていました。次に

姨捨サービスエリアに到着し眼下に広がる景色に

しばし休憩、このあたりは長芋の産地のようで長芋



 
のかき揚丼がメニューにありました。お焼きに目が

いきましたが目的地に向かって行くばかりの運転

手の気持ちを汲んで出発。須坂長野東で高速を降

りて一路山田牧場を目指してコンビニにも寄らずに

11時 30分に無事到着しました。 

お世話になる「ニュー笠岳」前に駐車し中に入っ

てびっくり、食堂にちびっこがあふれてカレーライス

をたべていました。なんと 120 人の小学生の団体

だそうで３時すぎまで部屋が空かないとのこと。私

達はそれではとちょっとしゃれた近くの「Ｒed  Ｗ

ood  Ｉnn」でお昼にしました。さていよいよ着替え

ていざスキー場へ、12 月と 1 月に降った大雪でゲ

レンデコンデションは良好で昼からはアイスバーン

もなくなり私にとってはよかったよかった。ボーダー

もスキーヤーもいたりいなかったりという贅沢なゲ

レンデでスキーを楽しむことができました。３時の

おやつは隣の「見晴らし茶屋」でおしるこ、ここのお

奨めは店内からは想像できないくらいきれいなトイ

レです。 

さてさて今回はめずらしくリフトが止まるまで滑り

ました。ちびっこ団体が帰りお客は何故か私達だ

けとなりました。期待の夕食はなんと「オイルホン

デュ」と馬刺しにサーモンサラダ、焼きえび、そばと

野沢菜で思わずビールを注文していました。広い

食堂で２人だけの食事なんてもうないでしょうね。

次回はみなさんとわいわい一杯やりたいです。翌

日は 11時まで滑ってスキー場のさよなら感謝デー

として「すいとん」のサービスがありました。恒例の

みかん投げくじ引きはありませんでした。雪があっ

てもリフトは 4月 2日までだそうです。長々と書きま

したが最後に須坂長野東インターの手前にある

「たけの春」というおいしい蕎麦屋に行ってきまし

た。   

帰りは目的地に行くばかりの運転手のおかげで、

４時３０分には自宅に帰ってきました。（追伸、今回

私は是非あの混浴温泉に入ろうと大きいバスタオ

ルを持参しましたが、連れていってもらえませんで

した。残念でした）  

荒川恒子 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

     

     ＹＭＣＡ便り       

 
YMCA 新年度会員募集中！ 

 

YMCA では現在、新年度プログラム参加会員募

集を行っています。 

活動の対象となるのは、高齢者の方から 1 歳児親

子まで幅広いものとなっています。ホームページや

パンフレットをご覧いただき、ご家族やお知り合い

の方々に、是非ご紹介ください。 

（ 写 真 は集合 し た野外活動の メ ンバー ）       

徳田 

 

 
 

    そ  の  他       
 

１．第９回西日本区大会ホームページ 

http://www.ys-chubu.jp/west/ 

 

２．ネットＤＢＣ 
今月もどんどん掲示板書き込んでください。 

 http://9029.teacup.com/classy9/bbs 

 
３．今月の誕生日 
 

 
 

 
 

荒川 恒子 （２４日） 

早川 政人 （２７日） 

 

 
 

  

 

 

    ４月の強調月間活動       
 

ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ 

 
 私達の支援しようと思える理想のＹＭＣＡであり続

ける為には、私達自身がＹＭＣＡをよく理解し、考え、

行動することが必要です。忌憚のないご意見、より

一層のご協力をお願いします。 

 

  高橋秀樹ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任 
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○４月第一例会会場位置図 
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会場 

エースレーン 

http://www.ys-chubu.jp/west/
http://9029.teacup.com/classy9/bbs

