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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   “Let’s Show-Let’s Grow”［示そうワイズ！伸ばそうワイズ！］ 

ｱｼﾞｱ会長標語   “Let’s Join under the Y’s Men’s Flag”[ワイズメンの旗のもとに] 

西日本区理事標語 “Let’s move forward with conviction” [確信を持って前進しよう] 

中部部長標語                       [絆をつよめ、広げようワイズの輪] 

クラブ会長標語  “Keep Our Heart and Kindness” ｢思いやりと勇気を持って前進しよう｣ 

 

                              200７年７月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 

 

良い土地に蒔かれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは百倍、あるものは六十倍、ある 

ものは三十倍の実を結ぶのである。                マタイによる福音書１３章２３節 

 
 

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

200７年７月例会ご案内
 

◎第一例会   

 と  き ：７月７日（土）８日（日） 

 ところ  ：マルハンロッジ（爺ケ岳） 

時 間 ：１５：００～ 

内 容 ：一泊例会  

ドライバー：荒川次期会長 

集合時間：１５時現地集合 

中部部会実行委員会を例会前に開催

します。 

マルハンロッジホームページ 
http://www.maruhan.net/lodge/index.html 

 

 

 

 

 

◎第二例会  

と き ：７月２６日（木） 

  ところ ：名古屋ＹＭＣＡ  

  時 間 ：１９：００～ 

 

◎日和田火祭り 

と き ：８月４日（土） 

  ところ ：日和田高原 

  時 間 ：別途連絡します  

 

 

 

 

 

６ 

月   

例

会 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（６月） 

在  席  者 14 名 第  1  例  会 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  

例会出席者 14 名 第  2  例  会 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

当月出席率 100% 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] 2007年５月１６日 1７時～ 

[場所] 松原邸 

[出席者] 下村会長、松原（メネット・コメット）、服部

（メネット）、早川（メネット）、荒川（メネット）、坂野、

坂口（メネット）、阿部（コメット）、佐藤（メネット・コメ

ット）、吉田、坂野、坂倉（メネット・コメット） 

ゲスト：小林直前部長、長谷川（東海）、高田、加藤 

 

 
 

５月１６日、昨年から持ち越しプログラムの松原

祭が盛大に開催されました。愛知県も１週間程ま

えから梅雨入りし、新築のリビングにバーベキュー

コンロを持ち込んでのパーティーかと思われました

が、幸い天気に恵まれリビング・テラス・お庭が一

体となりのびのびととても楽しいひと時を過ごさせ

ていただきました。 

 

 
 

 阿部建設の匠の技により新築された松原邸に松

原家をはじめグランパスメンバー・ゲスト・メネット・

コメットなど４０余名が新築のお披露目に集い、お

祝いをしました。我が家もめずらしく５名全員参加

となりました。 

 新築の松原邸は、松原メンが言われる名古屋の

軽井沢に建ったのですが、緑区から参加の我が家

からみると本当にここが名古屋なんだろうか？ひょ

っとしてＹＭＣＡの根ノ上キャンプ場では？と思わ

れるほど回りに家はなく緑の木々がいっぱいで

す。 

松原邸に到着するとテラスのテーブルには所狭

しと料理が並べられ、お庭に作りつけのバーベキュ

ーコンロとキャンプ用のバーベキューコンロで魚・肉

などが焼かれ、あちこちのテーブルや庭に座り込ん

で酒盛りが始まっていました。 

 

 
 

途中で、７月２１日東海テレビにて放送予定の番組

に出演予定の阿部兄の取材のため、カメラマンが

あらわれ、撮影もはじまりました。 

撮影中にもかかわらず、松原祭は撮影に関係なく

盛り上がり、夜の１０時過ぎにお開きとなりました。 

松原祭の準備・後片付け等大変だったと思います。

松原家の皆様に深く感謝いたします。 

                                坂倉  洋 

 

 
 

おまたせ、松原祭り  

もう２、３日前から大変！！ 

家の中、片付けないといけないし、あれもこれも準

備しなくちゃいけないし 

別に何もしなくてよいつもりだったのに、やはり間近

になるとついつい…ですね。  

当日は梅雨の晴れ間でホントいい天気、ラッキーで

す。グランパスのメンバー以外にもゲストのみなさ

ん、だんだん集まってきて、総勢４２人！！！ 

雨降ったらどうしようもなかったです、正直言っ

て！！！  

１０：００ぐらいまでわいわい、がやがや 

ホント、みなさんのおかげで無事終わることができ

ました。感謝です。  

家、見学した？？  また今度ね。 

                        松原  誠 



 

 
 

松原祭り(バーベキュー大会)をしました。 

新しい家になってからやっと落ち着いて大人数を

家に招くことができたんだな。と実感。 

みんなで食料(!?)を持ち寄り、家族だけでは味わえ

ない、楽しさを味わうことができました。 

あんまり肉を食べた記憶がないけど… 

楽しかったです♪♪ 

                        松原 加奈 

 

 
 

私はかばんです。 

私は誰のかばんかは２週間たっても分かりません。 

でも、現実に６月１６日(土)松原祭りの時に迷子に

なっていたことは確実なのです。 

  

松原祭りは去年から決められていた行事でした。 

総勢４２名集まったのであります。 

家の主は、晴れ男と晴れ女なので、天気に関して

は何の心配もしていなかった様子。 

午後３時頃からゾクゾクと見たこともないようなごち

そうがテーブルに並びました。 

バーベキューの肉を食べなくても、十分お腹いっぱ

いになったのであります。 

  

テレビ局が来ていてカメラを回しているのを忘れて

３人のメネットは大声でみんなに話しかけていまし

た。 

「ハーゲンダッツのアイスクリームだよぉ～！！！」 

「サキちゃんのお父さんは誰でしょぉ～？？」 

きっとテレビ局の人はこの場面はカットしていたでし

ょう。  

違う場所では、山田優に似たピチピチのギャルが

佐藤さん家のコメットに炭酸水を頭からかけられて

いました♪イヒヒ♪  

バタバタしているうちにお開きとなり、気がついた坂

倉家のメネットが「まだ好香の家見てない…」と一

言。 

阿部家のメネットが車でお迎えに来た時に松原家

の見所マップを持ってきてくださいました。 

帰る時にお渡しして、今度のための予習になりまし

た。  

そして、誰もいなくなった時、私、かばんだけが残っ

てしまったのでありました。 

                        松原 好香 

 

 
 

 
 

 

     第二例会報告          
  

６月２１日 名古屋 YMCA １９：００～ 

出席：下村、佐藤、三井、徳田、松原、坂野、坂倉、

坂口、服部、早川、吉田正、荒川 

 

１ 諸連絡 

  徳田君より来年のフィリピンワークキャンプにつ

いて意見を求められた。 

・ 現地を視察してはどうか。 

・ 今までの形のワークを見直す必要がある。 



 
・ 継続を考えて、同一の場所ならどうか。 

・ フィリピンにこだわらなくてもよいのでは。 

などの意見が出され、一泊例会での議題のひ

とつとした。 

２ ７月第１例会 

  新年度一泊例会  ７月７日～８日 長野県爺

ヶ岳 マルハンロッジにて 

  集合 １５：００ とし、夕食前まで中部部会の打

ち合わせを行う。 

  ２日目のメネット、コメットのレクリエーションは、

内容は現地で決めるが、一応マイクロバスを予

約する。 

３ 中部部会 

  ７月第一例会までに各委員で受け持ちの準備

をする。 

４ 今回が今期の下村会長の最後の第２例会です。  

あとは７月の引継式を待つのみです。 

一年間ご苦労様でした。 

 

 

  第１０回西日本区大会 in大阪     
 

 
       整列した中部の各クラブ会長 

 

６月９～１０日 大阪松下ホールで開催されまし

た。早朝、下村会長、次期中部部長の三井メンと 

３名で出発。梅雨のせいか天候もあまりよくなく鈴

鹿のあたりは雨が降ったりやんだりの空模様。紫陽

花は所々できれいに咲いていました。交通渋滞も無

く、予定よりも早く到着。朝マックをして服部メン、メ

ネット、荒川メネットと合流 開催までは時間もあり、

予定の確認と雑談で時間の調整。服部メネット・荒

川メネットはメネット会に出席、三井、服部両氏と早

い昼食に舌つづみで満腹・・・。会場へ。 中部各ク

ラブを先頭にバナーセレモニーがあり、我がクラブ

の下村会長も演台へ。各クラブの紹介も済み、次の

我がクラブの関係では荒川広報事業主任の事業報

告の発表を待ちます。 

 

 
オープニングは北村コメットの歌声から 

 

各事業報告は荒川メンの努力でパワーポイントで

の報告を様々な発表で行われました。 

昨年の名古屋での西日本区の大会が昨日ことのよ

うに思います。荒川メンの事業報告はさすがでした。 

荒川メン １年間大変ご苦労さまでした。（感謝！感

謝！） 

 

 
チンドン屋の先導で入場 

 

懇親会は隣のホテルに移動。テーブルには在名

クラブの重鎮が着席されましたが、和気あいあいで

の楽しい時を過ごしました。大会では色々なクラブ

のメンバーが年齢を超えての話がとても楽しく、い

い気分でした。 

 

 
下村会長によるバナーセレモニー 

 



 
懇親会閉会後に席を変えて大人の時間を過ご

しました。服部コメットもいつの間にかお酒の飲め

る年になっています。年齢を感じます・・・ 

翌日には役員引継ぎ式が行われ、次期役員に

バトンタッチされます。 

西日本区の役員の皆様 １年間ご苦労様でした。 

              早川 政人 

 

 

任期を終えて 
 

昨年の名古屋の大会でバッジを引き継いでから、

あっという間の一年でした。慣れない任務でようや

く判ったころにはもう終わりでした。６月８日の第４

回役員会で、最後の報告をし、代議員会を経て本

大会で皆さんに活動報告して任期を終えることが

出来ました。楽しかったといえば語弊がありますが、

各部会には全て参加し地方のワイズと親交を深め

ることができました。またワイズ活動の原点を垣間

見ることができ、今後のクラブ活動の糧にしたいと

思います。これまでのグランパスクラブのご支援と、

みなさんのご協力に感謝いたします。 

今後は西日本区理事より事業委員会委員と情

報委員会委員の委嘱を受けましたので、しばらく

は西日本区に協力し、クラブの活性化に貢献でき

るような情報を集めたいと思います。 

                     荒川 恭次 

 

 
     第４回（最後の）役員会 

 

 
     大会前夜祭に参加しました         

 
前夜祭のすばらしいマジックショーでした 

 

 
緊張の代議員会 

 

 
      大会オープニング 

 

 
森本理事の開会挨拶 



 

 
      奈良傳賞の授賞式 

 

 
     ディナーパーティー模様 

 

 
中部から参加の面々 

 

 
次期西日本区開催のアピール（来年は奈良です） 

 
部長引継ぎ式の三井ワイズ 

 

 
     事業主任引継ぎ式 

 

 
       理事引継ぎ式 

 

 

    初 め て の 経 験      

 
この年になって初めて内視鏡の検査を受けまし

た。胃のレントゲンは毎年人間ドッグで受けてはい

ますが 再検査の結果は一度も無いので受けた事

がありません 内視鏡には今まで何度も係わってい

ましたが、何時も腰が引けて・・・ 内視鏡の苦しさ

は十分すぎるほど解かっていましたので、最近は大

分細くなってはいますが、それでもいざ自分が検査

となるといやです。（他人には 細いから大丈夫と 

進めてはいますが？） 今回はどうしても受けざる

を得ない状況になり観念しました。今度の内視鏡は

経鼻から入れますので、メーカーからの説明では 



 
細くて大丈夫とのこと。今まで他人に大丈夫といっ

ていますのでなかなか信用はしていません。 

某月某日 某病院でのデモンストレーションの為 

覚悟を決めました。ドクターも余り経験はないので 

病院スタッフは誰も手を上げません。メーカースタ

ッフは手順の説明の為、白羽の矢が私に刺さりま

した。前日９時以降は何も食べず朝食はぬき。こ

れが初試練。まず検査の前処置で、鼻に麻酔薬を

噴霧します。５分間隔を置いて二度、これでほとん

ど鼻の感覚がなくなります。その後胃の動きを鈍く

する注射をしていよいよスタンバイ。いよいよ鼻よ

り内視鏡が挿入されていきますが、ことのほかラク

チン通過。食道から胃には位置を感じますが、大

体２０分ぐらいで終わりました。結果は異常なし。

ほっとしましたが病院スタッフは腹黒だから、真っ

黒で何も見えなかったと からかわれました

が・・・・？ まずは一安心。この検査は年齢を問わ

ず楽に検査が受けることができます。 

皆さん健康には注意を! 内視鏡検査はこわくな

いですよ！ 以上初めての経験でした。  

                       早川 政人 

 

 

  金沢クラブ６０周年記念例会     

 

金沢クラブ６０周年記念例会に参加して 
 

服部庄三 

５月２６日（土）三井次期部長と私とメネットの３

名で金沢クラブの６０周年例会に出席いたしました。

さすが６０年を迎えるクラブの記念例会、森本西日

本区理事をはじめ、親クラブである日本最古の大

阪クラブ、ＤＢＣの蒲生野クラブなど、多数の顔ぶ

れがそろいました。式典の後、金沢能楽美術館館

長による能楽について講演があり、なぜ金沢に民

衆にまで能が広まったかをわかりやすくお話され

ました。もう少し勉強したいと感じさせられました。

懇親会では横笛の演奏もあり、金沢の雅の世界に

引き込まれた一日でした。 

 

 

  Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 便 り     
 

ホームスティ受け入れのお願い 
 

今年は台湾 YMCA との協力により ICCPJ（インタ

ーナショナル・キャンプカウンセラープログラムイン

ジャパン）の実施に当たり、台湾から 2 名のユース

を受け入れて、日和田キャンプ場で研修を行いま

す。つきましては、以下の期間で（可能な日数で）こ

の 2名のユースのホームスティを、それぞれ受けて

くださるご家庭を探しています。2 人とも日本語、英

語も話せます。ぜひ、ご協力をお願いします。 

１． 英田頴（ジンデンエン）淡江大学（女性）２２

才 

２． 林禹成（リン ウセイ）文藻外国語大学（男

性）２２才 

＊期間：８月８日～２０日の内でホームスティをお願

いします。お願いできる日程を YMCA（担当：徳田 / 

電話０５２－９３２－３３６６）までご連絡ください。調

整させていただきます。 

 

 

     そ  の  他       
 

１． 今月の誕生日 

 

  
 

坂口 公美（６日） 

三井 敬子（１７日） 

早川 弘美（２２日） 

 

   
 

 

２． 西日本区強調月間 

 

 

７月 Ｋｉｃｋ－ｏｆｆ ＥＭＣ－Ｃ 

 目標達成の満足感と喜びを分かちあえるグッ

ドスタンデｨングメンバーを作ろう。 

 クラブの発展は 

 例会の充実 

  組織の拡充 

 メンバーの自己研鑽 です。 

 澤田 賢司 ＥＭＣ事業主任(京都グローバル)  


