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

 

  神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、 

永遠の命を得るためである。 

                                             ヨハネによる福音書３章１６節 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

200６年 12月例会ご案内
 

◎第一例会（クリスマス例会）   

 と  き ：12 月 2 日（土） 

 ところ  ：ガーリッコ 

時 間 ：１２：００～ 

内 容 ：クリスマス特別例会  

ドライバー：坂倉君・荒川君 

 
 ５月に南山ＹＭＣＡで行ったリーダー交流会

に引き続き、リーダーたちの充実した夏季プロ

グラムの報告を受けることとなりました。これ

を機会にワイズとリーダーがより親交が深ま

り、良い関係を築きたいと思います。 

 

 

 

◎第二例会  

と き ：12 月 21 日（木） 

  ところ ：旬蔵栄店 

  時 間 ：１９：００～ 

  担 当 ：坂口君 

◎クリスマスキャロル in タワーズライツ 

と き ：12 月 23 日（土） 

  ところ ：名古屋駅ＪＲタワー前 

◎ファミリースキー 

と き ：1 月 13 日（土）14 日（日） 

  ところ ：爺ケ岳スキー場 

  担 当 ：吉田君 

 

11 

月   

例

会 

   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 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       

 

 
 

日  時：１１月２日（木）  午後７：００～ 

場  所：名古屋 YMCA 

出席者：下村、服部、坂倉、早川、三井、坂野、 

      阿部、服部メネット、荒川メネット、、 

ゲスト：栗原中部部長、野村東海クラブ会長、谷川 

名古屋クラブ会長、加藤総主事 

 

名古屋ＹＭＣＡは今や様々な課題を抱えている

と思います。寝ノ上キャンプ場、ＹＭＣＡ会館、チャ

リティーランなどです。 

 今年の下村会長の意向を受けて、我々グランパ

スメンバーは視察や勉強会を開いて、これらの課

題に取り組んでゆきたいと考えました。 

 今回の卓話の講師は京都ＹＭＣＡが支援している

「全国車いす駅伝競走大会」の運営スタッフをして

おれた、加藤〇〇主事をお招きし、主に運営につ

いてお話を聞きました。 

 加藤主事をお招きした理由は、私が障害者で最

近３年程この大会に参加していて、とても京都ＹＭ

ＣＡが他の市民にも活動の内容がアピールできて

いるのを見て、我々のチャリティランにもこの話が

参考にならないかと思いお招き致しました。 

お話はプロジェクターによくまとめられていて、京

都ＹＭＣＡのかかわり方がよくわかり、我々のチャ

リティランにも参考になるお話が随所に見られまし

た。 

 

 
 

例会には名古屋ＹＭＣＡの加藤総主事や他ワイズ

の方々、チャリティラン実行委員会の方々も参加し

て頂きけました。ありがとうございました。またこの

日は栗原中部部長のクラブ訪問日とも重なり、グラ

ンパスメンバー以外の参加者も多数おられ、感謝

致します。 

 こうした課題を解決してゆけば、名古屋ＹＭＣＡだ

けでなく、我々ワイズメンの抱える課題の一つ「ワイ

ズ減少」にも歯止めがかかるのではないかと思わ

れます。 

 とにかく、今我々に出来る事は何かを一つづつや

ってゆけば、必ず神が良い方向に導いて下さります。

ＹＭＣＡやワイズの抱える課題にこれからも取り組

んでゆきましょう。 

加藤主事遠方よりありがとうございました！ 

写真は駅伝競争大会の様子です。 

 

 
 

 

 

     第二例会報告          
 

日 時：11月 16日（木）  午後７：００～ 

場 所：名古屋 YMCA 

出席者：下村・早川・坂倉・荒川・徳田・吉田 

議 事 

１． クリスマス例会について 

  会場についてはイタリア村等２～３当たったが、

ガーリッコに決定した。３０名程度の参加を予測

している。別途担当で詳細を詰める。 

２． ＹＭＣＡより 

クリスマスキャロル in タワズライツの募集が始

まっている参加希望者は 11月 21日までに申し

込みされたい。 

３． その他 

来年度中部部長に推挙する三井君の資金

的サポートについて話し合った。また、部会ホ

ストとして会場等をどこにするかの検討を開始

するとした。 

ファミリースキープログラムは１月１３日～１

４日開催とする。詳細は別途メールで案内する

とした。 

 

 



 

   第１３回チャリティラン       

 

 
   その結果は？あとの賞状をごらんください。 

 

チャリティーランの開催日は何時も好天に恵ま

れています。今年もグランパスクラブは恒例のきし

めんを提供しました。冷凍食品なので前日は祭日

で材料の用意が心配でしたが、丁度解凍も出来 

OK ! メンバーはそれぞれレースに参加とかスタッ

フとして忙しく調理の人数が心配でしたが、メネット 

コメットの参加もあり順調に運びました。 

隣でのみたらしだんごもいいにおいが漂い、つい

ついつまみに行き、手もおろそかになります。 

今年もきしめんが２５０食、何時もレース後に足り

なくなりアスリートには申し訳なく思っていましたが 

今年は順調よくいきました。めんつゆは坂口メンの

絶妙な調整が評判です。 

グランパスのチームの成績は年齢の為か、日頃の

成果は十分に発揮されませんでした。 

皆さん ご苦労さまでした。 

                            早川 

 

 
       今年もきしめんは大好評 

 

１１月４日チャリティーラン日和となりました。心配

された参加チームも昨年より多い５４チームとなり

関係者の努力に頭の下がる思いです。 

早朝、毎年恒例となっているグランパスのきしめ

ん屋出店のため、毎年協力いただいている製麺所

（瑞穂区の富田屋製麺所）で、できたて麺を受け取

り会場へ。 

会場へ到着し、早速グランパスメンバーできしめん

屋さんの準備です。今年もおいしい きしめんので

きる予感が…………。 

 今年のグランパスチームは直前に無理やり作っ

た下村会長・徳田・松原・荒川代走・私（坂倉）と坂

倉家の長女（未映）の６名です。『順位より参加する

ことに意義あり！！』チームとなりました。 

結果は４９位となり、参加メンバー怪我もなく完走で

きやれやれです。 

きしめんも好評のうちに完食となりめでたし、めでた

し。メンバーおよび関係者のみなさんお疲れ様でし

た。 

                             坂倉 

 

 
      ゲストの高原さんも力走しました。 

 
   さすが会長！軽快な走りでしたね。若い！！ 

 
     そのバックにはグランパスが後押し 



 

 
       ＳＯのメンバーも力走しました 

 

 
  

 

     ＤＢＣコーナー       

 

≪通勤災害に遭いました≫ 

 
 グランパスの皆さま こんにちは。 

ようやくあれから 1 ヶ月と 10 日ほどが経過しまし

た。 

朝の通勤で、会社の入り口を目の前にし、路上

で人とぶつかり災害に遭いました。通勤災害です。

初めての救急車体験、安静が必要とほとんど体を

動かせず寝台に横にさせられ、東京都西新橋にあ

る大きな総合Ｊ病院へ運ばれ処置を受けました。

顔の打撲、首にむち打ち、両膝の打撲、両手首の

擦り剥き傷を負い、首から上の CT スキャン、打撲

局部のレントゲン、膝のシップと顔と手首の傷跡の

処方を施され、当日は自宅へ帰れました。翌日から

12 日間ほど休暇をとり自宅療養になりました。被災

時に運ばれた病院から照会状を頂き、自宅付近に

ある総合病院へ転院し、現在まで、これからも半年

ほど脳神経外科及び形成外科、眼科への通院が

必要のようです。 

現在は出勤していますが、顔の傷は全治 6 ヶ月

と診断され、お化粧も出来ません。初めから診ると

日々に癒えていますが、まだまだ傷跡が薄くなる軟

膏とＶＣ液体薬と目薬の投薬を受けてます。 

30 年ほど勤務する会社ですが、支店勤務の時

代があり、当時の担当業務が一般従業員と現場に

勤務する方たちの業務災害や通勤災害について、

法定用紙での被災手続きで監督署へ提出していた

時期がありましたが、まさか自分がこのような事故

を体験するとは夢にも思いませんでした。長い人生

の中に何が起こるか判らないということを学びまし

た。怖い体験でした。 

今期のキックオフから、拝命したクラブ役員・部

役員として、活動方針や活動計画を考えてアクショ

ンを起こす予定を持っておりましたが、今回の災害

の影響も加わり、会社勤務とクラブ活動の難しさを

体験しています。区や部のイベントにも出られず、ク

ラブの皆さん達にもメール通信のみでご無沙汰して

おります。今は、早く快復するよう独自の健康法も

入れて努力している毎日です。グランパスクラブの

皆さまも気をつけください。 

横浜とつかクラブ 安田 悦子 

 

 

   釣り大会に参加しました         
 

 
来年も皆さんで集まりましょう 

 

１１月５日に今年も秋の恒例となりました四日市

ワイズメンズクラブ主催の釣大会に出掛けました。

わがクラブよりは、早川君とお孫さんのハル君、松



 
原君、ゲストにこれも毎年参加の高田君、私の 5

名が参加しました。当日は、桑名城近くの精海丸

(喫茶 長谷川)に 7時半に三重名古屋 4クラブより

30 名ほど集合しまして、4 艘の釣舟に分かれて揖

斐、長良川河口(長島温泉沖合い)に主にセイゴ、

マダカ、ハゼ、キスを狙って出船しました。我々の

船は、河口堰を揖斐川へ抜けて上流の名阪架橋

下にアンカーを打ちました。重り 15 号に名古屋テ

ンビンハリス 3 号、針セイゴ針 14 号に青虫 1 匹掛

けで始めました。開始早々、初めて参加した松原

君にチビセイゴがヒットしまして皆さんの期待も盛り

上がります。昨年より参加のハル君もチビセイゴに

混じり 2 年ものを上げて大喜びでした。毎年、必ず

景品を持ってかえる高田さんも焦り気味の中、

30cm 級を上げってほっと一息できたようで松原さ

んとビールで乾杯（私は運転手でしたので残根な

がら蚊帳の外）。気がつくと潮も止まりお昼過ぎと

なっており船長より大物を狙って下流へ行きますと

の声がかかり更なる期待が。今度は、河口堰下流

の名四架橋の上流にアンカーが入りました。船長

より潮が止まり今度は上げ潮となり上流へ流れ始

めたときが大物の地合ですのでエサをユムシに変

えて 1 本針で始めてくださいとのこと、すると船の

近くで巻き網船が操業を始めました。船長が魚が

いる証拠と落胆的、するとミヨシの同乗者の方が

30cmのセイゴをごぼう抜きしました。期待を込めて

始めましたが、私も 30cm近くのセイゴだけでした。

3 年前は、50～60cm 級がこの地合でよく上がった

のだが、河口堰ができ水門を閉めてからは生態系

も変わってしまったようで長島温泉沖合いには大

マダカも居るとのこと来年の賭けて 3時に納竿とな

りました。皆さん集まっての大物の計量をしました。

わがクラブでは、ハル君 5位、早川君 6位、高田君

8 位と入賞しました。ゲテモノ賞にはトラフグも現れ

ました。皆さんでワイワイの楽しい釣大会でした。 

 

 
今年も大物をゲットしたハル君 

 
ほとんど酔っ払い状態の高田、松原の二人 

 

 
見事入賞の早川おじいちゃんと孫のハル君 

 

 

 

     ＹＭＣＡだより      
 

第２５回名古屋ＹＭＣＡフィリピンワーク 

キャンプ参加者大募集のお知らせ 
 

このキャンプは名古屋ＹＭＣＡが１９７７年フィリピ

ン・コタバトで地震による災害復興のため全国から

参加者を募り、フィリピンＹＭＣＡ連盟と共同で「ワー

クキャンプ」（日本ＹＭＣＡ同盟主催・名古屋ＹＭＣＡ

主管）の名称で実施したのが始まりです。 

 以来、フィリピンの農・漁村で、生活改善のための

ワークと文化交流を目的に実施され、３６０名以上

の若者がかけがえのない経験を積んできました。 

 

 
 

【名  称】 第２５回名古屋 YMCA フィリピンワーク

キャンプ 



 
【主 催】 名古屋 YMCA/カガヤン・バレーＹＭＣＡ  

        （フィリピン） 

【期  間】 2007年２月２５日(日)～３月１０日(土) 

【場  所】 フィリピン  カガヤン州 ツゲガラオ 

【参加資格】 心身ともに健康な１８才以上の男女 

（特に国際協力・国際理解に関心のある方） 

【参加費】 165,000円 （日本国内交通費用など 

個人的な費用は除く） 

【お申込方法】  

① 電話等にて、申込書類をご請求ください。 

② 参加申込用紙、参加要項をお送りします。 

③ 参加申込用紙にご記入の上、申込金（２万円）

を添えて名古屋 YMCAまで、1月２３日までに

お申し込みください。 

【お申込み・お問い合わせ先】 

（財）名古屋ＹＭＣＡ （国際担当  徳田 望） 

 〒461-0002名古屋市東区代官町３５番１６号  

E-mail  ｎ-tokuda@nagoya-ymca.or.jp 

TEL 052-932－3366  FAX 052－932－5541 

 

    そ  の  他       
 

１．12 月の第二例会は、恒例の忘年会です。今年

最後のプログラムですのでゲストの方も誘って

大いに盛り上げようではありませんか。 

内容には、各自家庭で使用していないできるだ

け高価なものの「これ一品オークション」でもい

かがでしょうか？  

 

日 時：12月 21日木曜 PM７：００～９：００頃まで 

場 所：旬蔵栄店  052-962-5005  

名古屋市中区錦 3-16-27 

栄 パ ー ク サ イ ド プ レ イ ス Ｂ 1 Ｆ 

http://www.shunzo.jp/ 

会費：6000円  

出席者は坂口までメールください。 

 

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 

 

 

 

 当月該当者なし 

 
 

 

４．ネット例会会場 

グランパスホームページにて運用中。 

 

携帯電話からアクセスしてクラブメンバーへ

の諸連絡を投稿または閲覧してください。 

 

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

 

 

５． 西日本区強調月間 

 

 

ワイズメンになってよかったと思うとき、その感

謝の気持ちを、メンバー獲得の努力に向けてく

ださい。例会は、自己を磨く最高の場所です。

「例会の内容」と「例会のあり方」を今一度再考

し工夫してみましょう。  
             井之上温代ＥＭＣ事業主任 
  

 

６．スペースを利用して・・・ 

 

来年こそはグランパスメンバーだけでチームを組

みたいですね。一年かけてたるんだお腹凹ませて

鍛えなおしますか。 

 

 
 

 

 
        服部さんも来年は走ろうね 

mailto:ｎ-tokuda@nagoya-ymca.or.jp
http://www.shunzo.jp/
http://9029.teacup.com/classy9/bbs
http://www.ys-chubu.jp/main/bbsgr/glight.cgi

