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名古屋グランパス ワイズメンズ クラブ 
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国際会長主題   “Service Without Borders”［国境なき奉仕］ 
ｱｼﾞｱ会長主題   “Service Without Borders”［国境なき奉仕］ 

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

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

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

 

                            200８年 3 月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 
主に望をおく人は新たな力を得 鷲のように翼を張って上る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。 

                                              イザヤ書４０章３１ 
 

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

200８年 3 月例会ご案内
◎第一例会   
 と  き ：3 月１3 日（木） 
 ところ  ：南山ＹＭＣＡ 
 時 間 ：１９：００～ 
内 容 ：南山クラブと合同例会 
卓話「脳のリフレッシュ」 

講師 南里道子氏 
 ※ 当日の服装その他については巻末を

ご覧下さい 
 

 

 

 

 

 

 
 

◎第二例会 

と  き ：3 月１3 日（木） 
 ところ  ：名古屋ＹＭＣＡ 

 
 
 
 
◎サンドルクラブ２５周年例会 

と き ：３月２９日（土） 
  ところ ：インチョン 韓国 

 
 
 
 
 
 
 
 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（12 月） 
在  席  者 14 名 第  1  例  会 13 名 当   月 ・ 切   手  ニコ BOX ノート  
例会出席者 13 名 第  2  例  会 12 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

12 
月  

例

会 当月出席率 93 % 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＝



     第一例会報告              

2・14(木）７：００～ 名古屋ＹＭＣＡ 

出席者；坂倉、三井、服部、早川、徳田、

坂野、松原 

１、次期体制について  

  後述のとおり決定しました。 

 

２、現在名古屋地区の４クラブの例会日が、

第２木曜となっており、変更の要望があ

り、検討の結果、欠席の次期会長坂口兄

との調整が必要であり、次回に検討する

こととなった。 

  

３、サンドルクラブ 25周年 3.29(土）予定 

  出席者等確認を服部兄が担当する。  

   

４、荒川会長が大阪転勤のため、今期残り

の会長代行をクラブ三役で分担するこ

とから、佐藤会計の担当で、3月第一例

会を南山クラブと合同で行う。 

  

      第二例会報告       
2・28(木）７：００～  名古屋ＹＭＣＡ 

 

出席者；三井、服部、徳田、坂倉、早川、阿

部、下村、坂野、松原 

  

１、報告事項（三井部長） 

 １）中部役員会が２／２４に開催された 

 ２）メネット事業推薦書について 

 ３）3.22 中部評議会が開催されます 

  

２、議事 

 サンドルクラブ 25 周年 3／29、30 

 出席予定者 三井、服部２、荒川、下村 

 記念品を準備する。下村 

  

３、ＹＭＣＡより ＹＣＣＰ講演会  

3／9(日）13:30 から 16:30 

  芸文アートスペース 

４、その他 

 3／13(木）第一例会  

南山クラブと合同で行います。 

 

 京都車いすマラソンに出場した阿部君より、

チャリティランへの参考になるいくつかの点

があったという意見が出た。 

 

 

 全国車いす駅伝競走大会（京都） 
阿部一雄 

2 月 24 日に京都で開催された全国車いす駅

伝競走大会に名古屋市チーム代表として参加

してきました。 

 
当クラブから松原、下村両ワイズがボランテ

ィアとして参加してくれ、いつもとは違う雰囲気

の大会参加となりました。松原さん、下村さん

ありがとうございました。 

高円宮妃殿下をお迎えしてのこの大会は今

年で 19 回目を迎えます。 

五人一組の駅伝形式で毎年京都の町中を

舞台に盛大に開催されています。今年は過去

に例がない程の大雪が朝から降り、私的には

完全に中止モードで朝を迎えていたので、開催

が決行となっても「ほんとにやるの！」という気

分でした、ともあれ、第二区走者として参加しま

した。 

 
名古屋市チームの皆さん 

 

 



 
いつも在京のワイズメンズクラブの方々が

ボランティアとして手伝っています。私の第一

中継所は京都クラブの担当でした。マラソン用

車椅子に乗せたり、バスに私達を移乗させた

り、手馴れたものですが、細かい点を言うと扱

いを「もう少し丁寧にして頂けるといいな・・・」と

思いました。障害者はお尻や足に傷を負うと

治りにくいからです。申し訳ありません。 

 
今回も皆さんの協力を得て無事駅伝が終了

しました。結果は私が足を引っ張る形となり、

昨年より順位を落としました。 

昨年のブリテンにも書きましたが、名古屋

YMCA でもこれらに近いボランティア活動が出

来たらと私は思います。なぜならチャリティーラ

ンは外部の人たちを巻き込んでいないからで

す。内輪だけでなく、周りの人を巻き込んで開

催されている京都駅伝はとても素晴らしい大

会です！ 

   

 
皆さん雪の中での劇走でした 

 

 
高円宮妃殿下からお言葉をいただいて 

 

  車いす駅伝大会に参加して                
              松原 誠 

京都は学生時代を過した町であり、最近た

まに行くが、行く度に懐かしい匂いがする。

特に車椅子マラソンの出発地点である宝ヶ

池公園は、何時もジョギングをしていた場所

だから尚更だ。またゴール地点の西京極は野

球の応援に行ったのでまたそれなりに感慨

深い。 

縁あって今回、阿部ちゃんと下ちゃんと古

都を訪れ車椅子マラソンのサポートをさせ

て貰った訳だが、なぜか全国から集まった車

椅子の方々のパワーに圧倒されたという感

じだ。 

それぞれの事情があって車椅子生活を余

儀なくされている方々だが、皆さん明るくて、

闘志が漲っていた。 

もちろん多くのボランティアや関係者の

サポートが行き届いているという点も見逃

せない。京都のワイズメンの皆様もご苦労様

でした。有難うございます。 



 
雪舞う西京極グランドで臨場感溢れるラ

ジオ実況中継を聞きながら待っていると、 

予想を遙かに超えるスピードと、あの独特

の前傾姿勢、思わず全員の選手にガンバ

レ！！  ガンバレ！！ と言っている自

分がいて、久々に感動してしまいました。

こちらが逆に励まされてしまいました。そ

んな今回のレポートです。 

皆さん有難うございました。 

 
 

  クラブ訪問記（その１）     
荒川恭次 

大阪に（単身）赴任しグランパスの例会に出

席できないが、クラブ出席率を低下することは

できない。ならばメーキャップしかない。という

わけで２月から大阪近隣各クラブの例会を訪

問し、出席率を稼ぐと共に、そこから得た情報

をグランパスに反映するという一石二鳥を狙

おうという魂胆である。 

２０年前、若かりし頃「つくば市」に単身赴任

した際、社内で忘れられた存在にならないよう

機関紙に「つくば便り」を送り続けたことがあり

ましたが、これを思い出したこともあるが、グラ

ンパスで忘れられないように（できれば）毎月、

クラブ訪問した際の感想を投稿します。 

今回はその１として、最初の訪問先「大阪西

クラブ編」を報告します。大阪西クラブは昨年

の西日本区大会をホストしたクラブです。私と

しては西日本区直前事務局長の上野さんや

区事務所の北村さんが所属するクラブとして

親近感もあり、また会場も西日本区役員会会

場であるホテルクライトンのため、違和感なく

例会参加できました。 

当クラブは「カンボジアに学校を作ろう」とい

う事業を展開しており資金集めにいろいろ工

夫されているとのこと。また例会では「メンバー

ズスピーチ」があり１５分程度の中で担当が想

いを語る時間もあり、これは参考になりまし

た。 

当日（１４日）２月第一例会は総会、正にグ

ランパス２月第一例会と同日同内容でした。そ

して例会はワイズメン儀式にのっとったもので

キチッとして緊張感のあるものでした。総会と

いうことで当然議長が選出され、クラブ規約に

則って委任状を含めた議決総数の確認から始

まり投票に至るという手順がスムースに運営さ

れ、書記により議事録記載されました。同時刻

のグランパスの総会状況が気になって電話を

してしまった次第です。大阪西クラブでは西日

本区スケジュールでは２月総会は遅いため、 

１１月に変更しようと議論されました。これはグ

ランパスも同様ですので参考にしたいと思いま

す。 

例会後は北村、上野両氏と懇親を深め有意

義なメーキャップとなりました。私のクラブ訪問

を快く受け容れて下さった清水会長他クラブメ

ンバーの方々に感謝いたします。 
大 阪 西 ク ラ ブ Ｈ Ｐ  ： 

http://www.geocities.jp/nishiys1986/ 

 

 
友チョコもらったよ 

 

                                                 

     そ  の  他       
１． 今月の誕生日 

 

  
服部 智子 （１１日） 

吉田 ゑま子（１６日） 

坂野 美千代（２３日） 
 

    
 

２． 西日本区強調月間 

１月 ＥＦ・ＪＷＦ  
ワイズを通して得られる大きな賜物に対し、

感謝をこめてその一部をワイズにお返ししよう。 
 

前田ファンド事業主任 
 

 

 



 
２００８－０９年度 クラブ役員 

 

会長     坂口 

副会長    三井 

書記     松原 

会計     佐藤 

直前会長   荒川 

監査     吉田（一）、吉田（正） 

ＥＭＣ    坂倉、坂野 

Ｙサ     早川 

地域     下村 

ＩＢＣ    服部、坂野 

ファンド   佐藤 

広報ブリテン 荒川、阿部、松原、服部 

連絡主事   徳田 

 

ＣＳ地域主査 下村 

 

 

 

 

第１例会のおしらせ 

 

 このレッスンはゆっくりと身体を動かす

ことによって、大脳を中心とした神経シス

テムに働きかけます。筋肉の緊張を減少さ

せ、質の高い動作が身につきます。 

<日常の決まった動きのパターン（長時間座

った姿勢でパソコンに向かうなど）からく

る慢性的な痛みの改善・ゴルフなどスポー

ツの向上・音楽、芸術などの表現力 UPに効

果的です> 

 

 持ち物：動きやすい服装、バスタオル 

                                                                                         

 

 


