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“Service Without Borders”［国境なき奉仕］
“Service Without Borders”［国境なき奉仕］
“Let’s move forward with conviction” [確信を持って前進しよう]
[絆をつよめ、広げようワイズの輪]
“Keep Our Heart and Kindness” ｢思いやりと勇気を持って前進しよう｣

１１月号

200７年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れた者と考え、め
いめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。
フィリピの信徒への手紙 第２章３節～４節

グランパスホームページ

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

200７年１１月例会ご案内
◎チャリティーラン
と き ：１1 月３日（土祝）
ところ ：名城公園
時 間 ：０８：００現地集合
◎四日市クラブ３０周年記念例会
と き ：１１月１７日（土）
ところ ：四日市シティーホテル
時 間 ：１３：００～
◎名古屋クラブ６０周年記念例会
と き ：１１月２３日（土）
ところ ：名古屋港イタリア村
時 間 ：１６：００～１９：００

◎第一例会
と
き ：１１月２２日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
内 容 ：卓話「別途連絡します」
ドライバー：阿部一雄 君
第二例会と日程が入れ替わっていますの
でお間違いなく
◎第二例会
と き ：１１月 ８日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
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“TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY
＝強い義務感を持とう。義務はすべての権利を伴う＝

RIGHT”

第一例会報告
[日 時] 200７年１０月１１日(木)
[場 所] 名古屋ＹＭＣＡ
[出席者] 荒川、坂倉、坂口、佐藤、徳田、服部、
早川、坂野、松原、三井
冒頭三井中部部長より、非常によい形で部会を終
えることができたこと等、グランパスのホストとして
の支援に感謝するとの挨拶があった。
例会は、中部部会の収支を中心として、部会全
般の反省と課題について各委員会の考えを出して
話し合った。特に収支に関しては中部外の部から
の参加者が予想以上に多かったため、収支が好
転する結果となった。余剰金は有効活用するとし
て、部評議会での部長提案の確認のとおり、中部
部旗を更新することで意見一致した。製作等につ
いては早急に詰めることとした。
最後に、これを機会に会員増強をはかり、更なる
活動を展開することで意識を合わせ閉会とした。

厨房担当のグランパス面々

歴代ＯＢは話に花が咲きました

根の上まつり

今年も大勢の根の上ファンが集まりました

１０月８日（月）小雨降る天候下、根の上キャンプ
場にて、２００７年根の上まつりが開催されました。
あいにくの雨でキジガハラでのバーベキューも出
来ず少しがっかりでしたが、メインロッジ室内での
スキンシップも上々で楽しい一日を過ごすことがで
きました。

厳粛なオープニングで始まりました

懐かしいキャンプソングはここだけの特典です

南山ＹＭＣＡバザー
南山 YMCA・幼稚園バザー
１０月２０日準備参加者 荒川、早川、坂口、坂倉
１０月２１日バザー参加者 荒川、三井、徳田、坂倉

１０月２０日午前８時３０分荒川会長からのメー
ルにかかわらず、夕方６時からのバザー準備に参
加したのは４名でした。ゲームの準備を整え８時過
ぎに終了しました。
１０月２１日バザー当日。天気に恵まれ９時過ぎ
に南山 YMCA に到着すると、１０時から開催予定
にかかわらず南山 YMCA 前には長蛇の列が……。
バザーが始まる前から熱気が伝わってきます。な
のになのにグランパスのゲ－ムコーナーに来たの
は私・三井・徳田の３名だけでした。隣では、南山
ワイズのメンバーが大勢集まりゲームの準備をし
ています。気をとりなおしてバザーの始まりです。
グランパスの『トイレットペーパー崩し』は、毎年好
評？で、今年も沢山の子供たちが来てくれます。た
だ三井さんと二人だけでは、休む間もなくトイレット
ペーパーの山を直したりゲームの景品をふくらまし
たり渡したりと大忙しです。途中、南山ワイズや様
子を見に来た東海ワイズの山村メンに手伝っても
らい大変助かりました。お昼ごろ荒川会長が到着
し、パワーアップです。
盛況のうちに２時半ごろには景品がほぼなくなり、
終了となりました。３０，０００円弱の売上となりささ
やかですが南山バザーに貢献することができまし
た。
坂倉 洋

第二例会報告
[日 時] 200７年１０月２５日(木)
[場 所] 名古屋ＹＭＣＡ １９：００～
[出席者] 荒川、阪倉、坂口、下村、徳田、服部、早
川、松原、三井
[議題・報告]
１．報告事項
（１）根ノ上祭りについて
食事担当として、準備から内容・調理・片付
すべて OK でした。参加者の高齢化はあるもの
の、良かったので、来年も行いましょう。
（２）南山バザーについて
グランパスブースは特に盛況でした。少人数で
対応でしたので大変でしたが、大変良かった。
（３）十勝ジャガイモについて集金を行いました。
２．YMCA より
南山バザー 昨年並みの人手がありました。
ありがとうございました。
３．議事事項
（１）四日市クラブ３０周年記念例会について
１１月１７日(土） 出席予定 三井・服部・荒川
（２）名古屋クラブ６０週年記念例会について
１１月２３日(金） 出席予定 三井・服部・荒川
（３）クリスマス特別例会について
１２月８日(土） 場所と会費 決定ではないが
大筋は決まり。
（４）チャリティーランについて
１１月３日(土）集合８：００ きしめん２００食
準備。チームメンバー５名仮決定、調整して近
日中に決定のこと。
１１月２日(金）前日の準備 南山 Y に６：００集
合 全員です。

国際街頭募金

去る９月３０日（日）名古屋ＹＭＣＡボランテ
ィアセンター主催の秋の国際協力キャンペーン
街頭募金が開催され、我がグランパスクラブも

Ｙサの一環としてサポートしました。当日はあ
いにくの雨天で、栄での街頭募金予定グループ
を急遽大須商店街に加わり、全ての班が大須商
店街にて活動を行いました。アーケードの下で
は雨も関係なく、また、活気ある大須商店街は
人出も大変多く、道行く人達は募金箱を持った
子供たちの声かけにも、気持ちよく応えてくれ
ました。
荒川恭次

ＹＭＣＡたより
フィリピンワークキャンプについて
フィリピンワークキャンプについて今年は現地調
査の年と考えていました。その中で、とちぎ YMCA
と共同でワークキャンプを実施することを検討して
います。今年の 1 月にとちぎ YMCA のスタッフが
台風 21 号被災地（Albay 州）の災害復興の視察を
行いました。その時の経験を基に、被災地の子ども
たちのケアなどを行うことを考えています。
現在の現地の模様を、とちぎ YMCA の方から現地
に確認しているところです。また、詳細が決まりしだ
いお知らせします。案が具体的になってきましたら、
ご支援、ご協力をお願いします。
徳田
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１． 今月の誕生日

坂倉
服部
坂口

加代子（４日）
庄三（７日）
功祐（１６日）

２． 西日本区強調月間
今年も街頭募金の時期がやってきました。当日
はあいにくの雨、グランパスは当初担当の栄から
大須に場所変更。八事担当の南山クラブ以外のク
ラブと大須商店街で二手に分かれて、募金をおこ
ないました。今や大須は若者の町、例年思うことで
すが意外にもニューファッションの若者が、たくさん
募金をしてくれます。我々の固定観念の恐ろしさを
痛感します。また子ども達の精一杯の黄色い声に、
道行く人たちが足を止めてくれます。これにも我々
は太刀打ちできません。などなど、あれこれ考えさ
せられる一日でした。
今年度募金額
大須 ６２，５８４円
八事 ４５，２４６円
窓口 ６６，６３１円
合計 １７４，４６１円

１１月

広報

新聞テレビにクラブ活動を取上げてもらいまし
ょう。パンフレットやインターネットで活動を
大いにアピールしてください。
守田富男 広報事業主任

根の上ではたくさん食べましたね

服部 庄三

