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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   “Active Participation with Love”［愛をもって積極参加］ 

ｱｼﾞｱ会長標語   “Participation and Inspiration”[参画、そして感動を] 

西日本区理事標語 “One for all, all for one” [一人はみんなのために、みんなは一人のために] 

中部部長標語     “Chubu District Y’sdom 120”  [こころ熱くし 今日も輝く] 

クラブ会長標語  “Enjoy Volunteer! ｢楽しいボランティア活動をしよう！｣ 

 

                              2006 年１１月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 

 

皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を一つにし思いを一つにして、固く結び合いなさい。 

                                                コリントの信徒への手紙 １章１０節                                                 

                                                                        

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

200６年１１月例会ご案内
 

◎第一例会   

 と  き ：１１月２日（木） 

 ところ  ：名古屋ＹＭＣＡ 

時 間 ：１９：００～ 

内 容 ：加藤俊明主事の卓話 

ドライバー：阿部一雄 

 
京都 YMCA の方々が広くサポートしてる 

「全国車椅子駅伝」の現状についてお話聞 

きます。 

 

 

 

 

 

◎第二例会  

と き ：１１月１６日（木） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ 

  時 間 ：１９：００～ 

◎クリスマス例会 

と き ：１２月２日（土） 

  ところ ：「ガーリッ子」 

  時 間 ：１２：００～ 

   詳細は巻末をご参照ください 

 

 

 

10 
月   

例

会 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（１０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       

 

開催月日：２００６年１０月５日（木） 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ代官町本館  

出席者； 下村、吉田正、阿部、早川、三井、徳田、

荒川、坂倉、佐藤、服部 

 

 
 

今後の活動について協議しました。 

 

１ 街頭募金の報告 

  雨の為、大須と八事の２ヶ所でしたが、他の窓

口募金も含め、243,503円の寄付が集まった。 

２ 根ノ上まつり １０月９日  

  出席予定者と当日飲食の準備確認をしました。 

３ チャリティーラン １１月４日 

  グランパスの給食支援は昨年同様「きしめん」 

に決定。 

  前日３日は準備手伝い。（代官町 １４：００～） 

  ラッフル券は１枚 ５００円 

４ 南山バザー １０月２２日 

  トイレットペーパー崩しゲームをする。 

  当日は今後のチャリティーラン運営の参考とな 

るであろう、阿部君も出場する名古屋シティー

ハンディマラソンがある為、そちらに三井、荒川、

下村君の 3名がボランティアとして参加する。 

５ とつかクラブとの交流は、２月頃に区の東西交

流会があるので、そのときに集まることを打診す

る。 

６ １１月第１例会（１１月２日） 

  京都で行われている「全国車イス駅伝」につい

て、関係する京都のワイズに卓話をしていただ

く、当日は中部部長の例会訪問もあるため、た

くさんの参加を呼びかける。 

７ 今後のグランパスとして、上記を参考にした新

しいチャリティーランの提案、ＹＭＣＡ会館と根ノ

上キャンプ場のあり方、クラブ交流の提案など、

いろいろと議論をすすめていくことで合意した。 

   

 

 

 

 

     第二例会報告       
 

開催月日：２００６月１９日（木） 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ 

出席者：下村、荒川、坂倉、早川、徳田 

議 事 

１． 根の上まつりについて（１０月９日） 

参加者現在５３名。前泊者は荒川、坂口、加藤、

他は当日参加。料理はＵ字溝上に鉄板を乗せ

て調理する。食材は坂口、飲み物は早川が用

意。 

２． 南山バザーについて（１０月２２日） 

   当日は南山ＹＭＣＡに１０時集合。服部、徳田、

早川で対応。 

３． 車椅子マラソン（１０月２２日） 

   当日は８時集合。阿部は選手。下村、三井、荒    

   川で対応。 

４． チャリティーラン（１１月４日） 

   詳細な準備は実行委員会で検討されている。

前日は荷物の積み込み等で協力をお願いす

る。当日は「きしめん」の炊き出し２５０食を準

備する。ガスボンベ・コンロ・ナベの数を確認し

実行委員会に準備依頼する。 

                           以  上 

 

 

     根ノ上祭り報告      

                   

 
     今年もたくさんの参加者がありました 

 

坂口功祐 

今年も恒例の名古屋 YMCA キャンプ場にて 10月

9日の秋晴れに開催されました。参加者は代官町と

南山 Yのプログラムに参加していただいておられる

ファミリィーも含めてリーダー、ワイズメン、キャンパ

ーOB と約 60 名が参加していただきました。わがク

ラブは、運営をサポートするため下村会長と佐藤フ

ァミリー、早川ファミリー、荒川夫妻、坂口が参加し

て会計や食材調理、設営とがんばりました。毎年参

加してくださるメンバーに加えて 30 年ぶりのキャン

パーも初参加していただき、このプログラムの大切

さを感じました。 

 



 

 
       栗の皮むきは大変でした 

 

今年は、栗おこわも上手くでき料理も肉が余った

ぐらいでたいへん上手くできました。加藤総時主事

が自らキャンプソング指導がんばっていただき初

めてのキャンプ場へ来ていただいた方も秋のいい

天気の中楽しく過ごせたと思います。 

しかし、メインロッジが傾きかけてたり井戸水のポ

ンプが壊れたりキャンプ場の老朽化も心配です。  

東海ワイズの方々と名古屋ワイズの長井さんで

修復の計画も立てられているようです。来年もまた

このお祭りができますようにお願いします。 

 

 

 
  懐かしいキャンプソングも歌いました  

 

 
 往年のＯＢ連も前夜から盛り上がっていました 

 
 根の上ならではの厳かな礼拝 

 

 
    リーダーの協力は頼もしいかぎり 

 

 
   スタッフのリードで楽しく過ごせました 

 

 

     南山バザー報告      

 
服部庄三 

10月 22日、今年も天気にめぐまれてのバザー。

9 時の集合に少し遅刻の我々夫婦。実はつい先日、

住み慣れた八事を離れ、自由ヶ丘近くに引越し。地

下鉄八事日赤からタクシーでと、駅を降りたところま

では良かったのですが、日頃病院の前にいるタクシ

ーの姿がみえず。「しまった。今日は休日か・・・」 

待てど暮らせど状態。気はあせるばかり。やっとつ

かまえて乗り込んだのが 9 時 15 分過ぎ。会場では

すでに早川夫妻、坂倉親子が「トイレットペーパー



 
崩しゲーム」の賞品作りの真っ最中です。前日に

ある程度の準備しておいたのでスムースに完了。 

 

 
 

１０時ごろからチラホラと子供たちが集まりはじ

まる。はじめは何のゲームか判らず眺めている子

供たちも、一人が始めると次々と列をつくって順番

待ちです。ビニールを膨らませた数々の賞品の中

で男の子には大小の剣が人気。中でも大きな剣が

欲しくて何回も挑戦する子も。最後はチョッとおま

けして・・・。ちなみに昨年は「ムシキング」のキャラ

クターでした。わかるひとにはわかりますね。 

１０時から始まったゲームも、お昼を過ぎる頃に

は賞品が完売。売り上げも 2万円近くに。子供たち

に大好評のうちに終了しました。その後は他のブ

ースで売り上げに協力。やきそば、みたらし、たこ

焼き、ジュースと定番のはしご。楽しいひと時でし

た。また来年も趣向をこらして参加予定です。最後

にバザーのクライマックス抽選会では、私たちが大

物の・・・をゲット。大ハッピーだったことも付け加え

ておきます。グランパスの皆さんもぜひ来年はたく

さん参加、お手伝いください。 

 

 
 

 
 

 
 

 

    車椅子マラソン大会       

 
 

１０月２９日（日） 
                         阿部一雄 

第２６回大分車椅子マラソン大会に出場しました。

この大会は規模が大きな事で世界的にも有名です。

外国人選手１００名余りを含む４００名弱の選手が

参加する国内最大の大会です。 

  私は週に３～４日自宅で練習と、月に３～４回屋

外でロードの調整をして大会に挑みました。目標タ

イムはハーフマラソンの部で１時間５分を切ることで

したが、力及ばずわずかに届きませんでした。 

  障害の程度により４つのクラス分けがされていま



 
すが、私は T-35 というクラスの中で７２位でした。 

車椅子マラソンは耐力維持の要素もありますが、

怠けると良い結果は出ず頑張ればそれなりの結果

が得られ、精神的にとても鍛えられるものです。こ

うした状況は仕事とよく似ています。 

 １１月５日は新潟でハーフマラソンに出場します。 

このコースは折り返し地点の手前２キロで、６０メー

トル登る過酷なコースなんです。 

今シーズンは来年の４月までありますが、まだまだ

マラソンは続きます。 

                                               

「チャリティーランに思うこと」  

                        三井 秀和 

現在各地にてＹＭＣＡ主催のチャリティーランが毎

年開催されていますが、現在の名古屋YMCA主催の

チャリティーランが今一歩伸びきらない理由には、現

名古屋 YMCA の活動規模の縮小とか発足当時と今

の社会環境の変化、それから各種ボランティア活動

参加への多様化とチャリティーラン発信方法等の問

題があるのではないかと、クラブ内でも今までも何度

か話が出ていました。 

又私の中でもその規模的には盛大であっても対外

的にはいまいち内輪のイベントではないかとの少し

の疑問があり、今までチャリティーランには発足時よ

りサポートをしたり自ら走ったりしましたが、他の形が

違うチャリティーイベントも体験し、その開催ノウハウ

等を少しでもチャリティーランへ取り組めればと思っ

ていました。 

そんな事を考えていた時、我がグランパスの阿部

一雄君より「名古屋シティハンディマラソン」が名古屋

の中心地にて毎年開催されている事を教えてもらい

非常に興味がわきました。 

その「名古屋シティハンディマラソン」は毎年 10 月

に中区栄の久屋大通り公園で開かれ、名古屋市内

にある多数の障害者団体が、障害者の社会参加と

啓蒙活動を趣旨として、名古屋市と共に準備・運営

する連に一回開催される一大イベントの一つです。 

日ごろ運動の機会に恵まれない障害者やボランテ

ィアの恒例イベントで今年て゜２６回目となり、秋晴れ

の下、幼児から高齢者までの男女約３３０人が元気

いっぱい出場し、また海外から韓国やフィリピン、バ

ングラデシュ、タイなどアジア各国の招待選手も参加

していました。 

競技は名古屋の象徴の一つであるテレビ塔を囲む

久屋大通りなど１周８００メートルのコースで、１車線

を通行止めにして実施し、出場者たちが４クラスに分

かれ、周回コースを駆け抜けた。名古屋の中心地に

てボランティア９００人弱を得、障害者の方々が精一

杯自己の張り切っている姿を市民に見てもらいかつ、

自分自身も張り切って走りきる事ができるイベントで

した。 

私と一緒に参加した下村クラブ会長とその一車線

を止めているラインで車椅子での参加者が車とか人と

かとの衝突を防ぐ人の壁となる警備担当でしたが、た

またま隣で参加していた失礼でありますがごつい男の

人は休日の朝 8時より 13時まで単調な車道の警備に

ひたすら専念し、終了後あっさりと帰っていかれたこと

を見ていますと、うまく言えませんが何か一種のすが

すがしさなるものを感じました。 

これからも各地でいろいろな開催されているチャリ

ティーイベントのそれぞれの開催についての思いを知

り、それらのイベントの開催までの準備と進行手段、

総合的なマネージメンについて考え、体験し、教えて

もらい、そしてそれらを少しでも今後の YMCA 主催の

チャリティーランに少しでも反映できればと考えていま

す。 

 
                                  

    部会訪問記（最終）       
 

 西日本区役員として各部会を訪問してきましたが、

１０月に入って９部の内最後の２部会に参加しまし

た。１４日は岡山で瀬戸山陰部会が開催されました。

ここではワイズユースクラブの設立総会が開かれ

ました。若い若いユースのクラブです。もちろん国

際認証を受けたクラブです。学生・リーダー・リーダ

ーＯＢが会員です。ここを卒業してワイズ会員とな

るそうです。チャターは来年２月とのこと。非常に参

考になりました。 

 

 
        ワイズユース会員の紹介 

 
    広報委員会が開催され熱く議論しました 

 

２９日は最後の部会、びわこ部会が彦根プリンス



 
ホテルで開催されました。部会最後の締めくくりと

して厳かな雰囲気の中で進められました。 

全部会を訪問し、これまでにないワイズメンと交

流を深めることができ、また異なるワイズ文化に触

れられたことは非常に幸運でした。このような機会

を与えられたことに深く感謝します。 

 

 
素晴らしいフルート演奏でした 

 
西日本区大会アピールも最後を迎えました 

 

 

    そ  の  他       
 

１．ネットＤＢＣ 
今月もどんどん掲示板に書き込んでください。 

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

 
２．今月の誕生日 

 

 
坂倉 加代子  ４日 

服部 庄三    ７日 

坂口 功祐   １６日 

 
 

３．ネット例会会場 

例会出欠連絡はここを利用してください。 

http://www.ys-chubu.jp/main/bbsgra/glight.cgi 

４．クリスマス特別例会について 
 

開催月日 ： ２００６年１２月２日（土） 12：00～ 

会   場 ： ガーリッコ 

 名古屋市中区栄３－１３－３１  

プリンセスガーデンホテル１Ｆ 

  ℡ ０５２－２６２－１０２９ 

http://www.garicco.tokai.walkerplus.com/ 

 

会費・プレゼント交換等の詳細は別途メールま

たは例会掲示板でお知らせします。お友達等誘

って２００６年を楽しく締めくくりませんか。 

 

 
 

５． クリスマス キャロル in タワーズライツ 

 

日 時 ： １２月２３日（祝）18：00～19：30  

場 所 ： ＪＲセントラルタワーズガーデン。 

  只今、歌う人大募集中です（目標１５０名）。募集   

要項は下記をご覧ください 

http://www.ngoymca.com/all/06carol.htm 

 

６． 西日本区強調月間 

 

 

ワイズデーは外部に活動内容をアピールする

よい機会です。パンフレット、ホームページ等を

活用して大いにＰＲしてください。そして共感者

をクラブへ誘いましょう 
               荒川恭次広報事業主任 
  

 

http://9029.teacup.com/classy9/bbs
http://www.ys-chubu.jp/main/bbsgra/glight.cgi
http://www.garicco.tokai.walkerplus.com/
http://www.ngoymca.com/all/06carol.htm


 
 


