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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６月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 

 愛に偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって 

互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れた者と思いなさい。 

                                                ローマの信徒への手紙 １２章９節１０節 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

200６年６月例会ご案内
 

◎第一例会   

 と  き ：６月８日（木） 

 ところ  ：名古屋ＹＭＣＡ ３階 

時 間 ：１８：３０～ 

内 容 ：西日本区大会準備 

ドライバー：早川君 

 

時間 6時 30分 （合同の準備は 7時より） 

何かと忙しいと思いますが 是非お手伝い

を御願いします。 

 

 

 

 

 

◎第二例会  

と き ：６月２２日（木） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ 

  時 間 ：１９：００～ 

 

 

 ◎大会実行委員会（随時） 

西日本区大会まであとわずかです。 

グランパスの準備は万全ですか。メンバ   

ー一致協力して臨みましょう 

 

 

 

５ 

月   

例

会 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（５月） 

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

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

当月出席率  % 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       
 

5月 4日 ゴールデンウィークに 名古屋 YMCA リ

ーダー研修会が 南山 YMCAで行われました。 

日和田キャンプ場で行われる予定でしたが設備の

不備で南山 YMCAに変更されました。 

1泊 2日で日和田へ行くのも楽しみでしたが残念で

す。 南山 YMCA に三々五々集合 リーダーと Y,s

の交流が深まればと思い計画しました。 これは名

古屋 YMCA との関わりに何ができるかということで 

計画しました。 名古屋 YMCA が組織など 色々と

変わり メンバーがリーダーとの交流の場が少なく

なった為 我々のプログラムにお手伝いをお願い

したい時など 面識が必要ではないかと思います 

又リーダーの活動も知らなければならないと思い

もあります。4 月の第 1 例会は交流の場の下見で 

ボーリング及び食事を メンバーで行いました。若

いリーダーとのプログラムはこれからまだ考慮中で

すが？・・・。まずはリーダーの研修会が行われる

との事で 交流の場を利用させてもらいました。 

夕食の差し入れと言うことでバーベキューにしまし

た。リーダーは 20名ぐらい 我々めんばーはメネッ

ト コメット合わせて 11 名の参加でした。料理は坂

口メンに御願いし 若いリーダーに合わせて考えて

もらいました。さすが料理のレパートリーは若者に

も非常に好評で喜んでもらいました。 又リーダー

OB の佐藤メンが リーダーの経験から キッズへ

の接し方など非常に役に立つ話とゲームなど場を

盛り上げてくれました。元・・リーダーの荒川メンも

リーダーもリーダーとのゲームは少し戸惑いながら

参加 服部メンは「ネバ～！ネバ～！」とゲームに

参加 少し年を忘れてガンバッテましたが 後日に

疲れが出ていると思います？。日没になり解散と

なりました。                                  

リーダーの諸君が 名古屋ＹＭＣＡで逢っても顔を

覚えてくれれば幸いです。 

又 ＹＭＣＡより 三枝さん、森宗さん、ご苦労様で

した 有難うございました。 

リーダー 諸君！これからも名古屋グランパスをよ

ろしく！ 

                            早川 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

５月４日、ゴールデンウィーク真っ最中の中グラン

パスワイズメンズクラブの方々 とリーダー会と一緒

にバーベキュウをしました。私は IAC のメンバーだ

ったためワイ ズメンズクラブとの関わりは４・５年ぐ

らい前からになります。最初にワイズメンズクラブの

方の亊を聞いた時の印象は、YMCA をサポートして

くれている堅苦しいおじさまといったものでした。し

かし何度かお会いするうちに、スーツの時にはとっ

ても真面目な話をしてくれる人、ラフな格好な時に

は野外の亊を何でも知ってる物知りおじさんと思っ

ています。いずれも YMCAの強い見方です。なので、

今回は何を教えて頂けるのか楽しみにしていました

♪バーベキュウの準備を素早く終えすぐ食事が始

まりました。おいしいお肉や焼きそば、スープ、たけ

のこなど沢山のご飯でリーダーはとても満足してい

ました。しかし皆緊張していて、なかなか話しかける

事はできませんでした。食事も終わりにさしかかり、

少しお話をできてきた感じでした。もっと仲良くなり



 
たい！！何かいい方法はないかと考えた結果、一

緒に踊ったり歌ったりすること ♪ということで、噂

の「なっとう体操」をしました。やはり 、印象的なの

はしょうぞうさんがネバネバぁ～と踊っていたことで

す。また一緒に 踊りましょう♪やっと打ち解けられ

た私たちは、ワイズの方にお話しを聞くことができ

ました。私が一番楽しみにしていた時間です。心に

残った事は、昔は YMCA では横ではなく縦のつな

がりが持てるところだったということです。今でもそ

の通りだと思いました。今までに会った亊のない人

と出会い、新たな発見ができます。だって YMCAに

来ていなかったらワイズの人とも会えなかったのだ

から…自分より、年下の人・年上の人・男女関係な

くたくさんの人と出会う亊により、自分を豊かにして

ゆける、相手を思いやれる、たくさんの亊が学べま

す。今回また新たな出会いができた亊をとても 嬉

しく思います。夜リーダーと話していました。私たち

は支援してもらっているのに、活動内容を知っても

らえていないことを寂しいねと…どんな活動をして

いるかもっと知ってもらいたいねと…また次回、一

発芸をお土産にもって楽しい時が出来ることを楽し

みにしています。本当に良いひとときでした。 

            とまとリーダー（加藤里奈さん） 

 

 
 

 
 

 

 

 

      筍狩り報告       
 

毎年恒例の三井兄宅でのたけのこパーティー。

今年は５月３日、お天気に恵まれる中、たくさんの

参加者で盛り上がりました。 

 朝１０時の集合時間。私達はほぼ定刻に現地へ

到着したのですが・・・。予想どおりでした。広い竹

林の前には、黙々と準備をしている三井兄の姿し

かなく、まだ誰も来ていない様子。その後すぐに、

荒川兄到着。とりあえず、コーヒーを頂きながら、も

う少し人数が集まるのを待つことに。 

しばらくすると、次々と車が到着。人数も集まって

きたので、いよいよたけのこ掘りの開始です。竹林

に入ると、たけのこがたくさん頭を出していて、中に

は 1.5 メートルほどある巨大たけのこも見られ、さす

がに驚きました。 

 
私は今回、父の友人の安藤氏と参加をしたので

すが、氏は普段から庭木の剪定や畑仕事をしてい

るので、作業着ヘルメット着用、道具もバッチリ用意

して、筍を掘る姿はまるでプロのようでした。（三井

兄の手際良さには及ばなかったようですが・・・）や

る気満々の安藤氏につられ、私も頑張って掘りまし

た。周りを見渡すと、親子で仲良く掘っているほほ

えましい姿あり、掘ったたけのこの皮をむいてゆで

あげる作業をしている姿あり、中には早くもテーブ

ルに座って昼食を待っている姿も。 

 そして、楽しみのランチタイム。今年も皆で持ち寄

ったおいしいご馳走でテーブルが賑やかになりまし

た。三井メネットお手製の「たけのこコロッケ」は、作

り方を教えてもらったので一度私も作ってみたいで

す。たけのこ掘りよりも、こちらが楽しみで参加して

いる人、きっといると思います。 

 お腹もいっぱいになり、お酒も飲んで気分が良く

なったところで、午後の作業開始、なのですが・・・。

あれっ？お尻があがらない、動かない。たけのこよ

りも丈夫な根が生えてしまったのか？皆テーブルの

前に張り付いたまま。そんな中、釜の前で一人黙々

と作業を進める三井兄。根の生えなかったメンバー



 
が手伝い、収穫したたけのこはすべてゆであげら

れました。あとは冷えるのを待つばかり。ちょうど３

時のお茶の時間となりました。 

 
 大移動が行われ、会場は三井邸宅内へ。ダイニ

ングテーブル側では女性陣が話に花を咲かせてい

ます。リビングの男性陣の中に私はいたのですが、

そこにはソファーに横たわる坂倉兄の姿が。楽しい

夢でも見ていたのか、とても幸せに満ち溢れた寝

顔をしていたのが気になりましたねぇ。お茶とお菓

子のおもてなしを受けてくつろいでいるうちに、あっ

という間に一時間が経ち、収穫したたけのこを分け

合い、お開きとなりました。 

 

 
 

 

 ホスト役の三井ファミリーには感謝の気持ちでい

っぱいです。本当にありがとうございました。そして、

来年もお世話になります。            

                       下村 明子 

                                  

     第二例会報告       
 

日 時：２００６年５月１８日（木） 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ 

１． 名古屋ＹＭＣＡより会員総会について 

日時：２００６年５月３０日（火）１８時３０分より 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ 

２． 西日本区大会の役割について 

(ア) グランパスクラブの役割（クローク担当）に

ついては、早川、佐藤、下村が中心となる

ことで確認した。 

(イ) 受付担当（プラザクラブ）派遣要請につい

ては、松原、坂倉、吉田（正）の３名を派遣

することで確認した。 

３． 一泊例会について 

   日程等について下村次期会長より提案があり

クラブとして確認した。 

     日時 ： ２００６年７月８日（土）９日（日） 

 １６：００現地集合、１８：００開会式 

     場所 ： 高山オークビレッジ 

  参加費 ： １２，０００円 

     参加締切 ： ６月２０日   

連絡先 ： 早川会長まで 

４． 横浜とつかクラブとのＤＢＣ交流について 

ＤＢＣ交流時期等については、１１月１１日～１

２日または１８日～１９日、場所は東山荘でとつ

かクラブに打診することを確認した。 

５． リーダー研修会参加報告 

参加者：吉田（正）、佐藤（＋コメット）、荒川、徳

田、服部（＋メネット）、松原（＋メネット）、三井、

早川、坂口 

クラブからの食材提供費用は２９，９３７円であ

った。内容詳細は６月ブリテン参照 

６． その他 

(1) 西日本区大会当日の集合時間等 

 ６月１０日（土）８：００現地集合とする。 

(2) 今年のチャリティランは例年とおりＳＯ

で２チーム参加とするか。 

(3) ６月第一例会 ６月８日（木） ドライバ

ー：早川君 大会準備とする。 

(4) ６月第二例会 ６月２９日（木） 魚々

美さんにて開催 

(5) ６月ブリテン原稿担当者について 第

一例会：早川、筍狩り：下村、その他：

松原、第二例会：荒川、ＤＢＣ：吉田                                              

                                                   



 

     ７月一泊例会案内      

 
日時 ： ２００６年７月８日（土）９日（日） １６：００

現地集合、１８：００開会式 

場所 ： 高山オークビレッジ   

参加費 ： １２，０００円 

参加締切 ： ６月２０日  連絡先：早川会長まで 

 
一泊例会のオークビレッジホームページ 
http://www.oakv.co.jp/main.html 

  

地図  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     ＹＭＣＡだより        
 

２００６ロサンゼルス友情体験キャンプ受付開始 

 

４０年あまりの交流の歴史を持ってきました。パ

ートナーシップの関係を生かし、単なる観光に終始

することなく、現地の同世代の子どもたちとの生活

体験をキャンプやホームスティをとおして経験しま

す。本年度の参加受付は以下のとおりに行いま

す。 

＊詳細な案内書をご請求ください。 

▼ 対象：小学 4年生～中学生 

▼ 日程：８/１（火）～８/１５（火）  

▼ 参加費：360,000円 

受付：会員５/１３（土）より / 友の会・一般 ５/１６

（火）より 

 
 

 

     お 知 ら せ      

 
6月 4日 西日本区大会最後の打ち合わせを国際

会議場で済ませました。 

グランパスは、クロークの担当になっています。 

6 月 10 日 土曜日 午前 ８：００集合 駐車場は 

７：３０より 使用可能 

             第 4駐車場に御願いします。 

                                                                            

集合後 クローク設営します。設営はメンバーで行

います。         

坂倉・吉田・松原メンは登録へ御願いします。 

クローク担当は、下村・佐藤・坂野メンに御願いしま

す。 

アルバイトの方も手伝っていただきます。 

その他の手が空いた メンバーは その場その場で 

手伝います。 

     ＊ クロークは 午前～懇親会終了まで 

  

6 月 11 日  日曜日  午前  ８ ： ０ ０ 集 合                

2日目もクロークを 担当します。 

＊ クロークは 午前中にて 終了です。 

               メンバーで 元に戻します。 

プログラムは今作成中ですので、8 日の例会には

わかると思います。 

        以上 思いついた事を連絡します。 

     よろしくおねがいします！ 

                   早川 

 
 

 

 

http://www.oakv.co.jp/main.html

