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国際会長主題   「希望の灯となろう」        “Be  the  Light  of  Hope” 
ｱｼﾞｱ会長主題   「希望の灯となろう」        “Be  the  Light  of  Hope” 

西日本区理事主題 「思いやりを持ってワイズライフを！」“Enjoy  Y’s life  with  Consideration ！” 

中部部長主題      「楽しくワイズ、スクラム組んで」 

クラブ会長主題   ｢ＹＭＣＡリーダーと共に｣ 

 

                            200８年９月号 
           ――――――――＜今月の聖句＞――――――――――― 
あなたがたは、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせないすばらし

い喜びに満ちあふれています。それはあなたがたが信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。          

ペトロの手紙 第１章８節～９節   

                                                          

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

200８年９月例会ご案内
◎第一例会    

と  き ：９月６日（土） 

ところ ：名古屋ＹＭＣＡ  

ドライバー：荒川君 

 テーマ:「クラブファンドを考える」 

 日和田火祭りも今年が最後となり、今後のクラブ

活動の糧となるファンドについて考える時期に

来たと思われます。一人一アイデアを持参願い

ます。 

 

◎第二例会 
と き  ：９月１９日（金） 

ところ  ：名古屋ＹＭＣＡ 
 
 

◎中部部会  

  と  き ：９月１３日（土）受付１２：００～１３：００ 

ところ ： 第１～３部：名古屋中央教会  

      第 ４ 部：中日パレス 

登録費 ：９，０００円(メン・メネット・ゲスト）  

５，０００円（コメット） 

 

◎ＹＭＣＡ夏の感謝祭 
 と き：９月２０日（土） １９：００～２１：００ 

ところ：名古屋ＹＭＣＡ ３Ｆ会議室 

会 費：２，０００円 
       
 
 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（８月） 
在  席  者 15 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  8 名 当   月 ・ 現   金  感 謝 ファンド  

８ 
月  

例

会 当月出席率 87 % 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              

 

 
 

日和田高原かがり火祭 
                          

 ２００８年の８月２日（土）、毎年恒例の日和田高

原かがり火祭が開催され、例年どおりグランパスも

出店しました。当日はＹ‘ｓ中部の行事と重なり動け

る・働ける参加者に危ぶまれましたが、今年も『火

祭りの早川家』に助けられ参加者は、メンバー・メ

ネット・コメット・ゲスト合わせて２４名となりました。

感謝 

 

 
 今年もたくさんのコメット・マゴメットが集まりました 

 

 当日お昼ごろにそれぞれの都合にあわせて日和

田高原の会場に集合。ゲーム店・休憩所設営、昼

食等あわただしく準備が始まりました。午後２時頃

には準備万端、お店をオープンしました。年々火祭

りに遊びに来る子供たちが少なくなっているような

気がしますが、子供・大人を上手に呼び込みお店

は順調に売上をのばし、夕方には、ＹＭＣＡのキャ

ンプに参加しているメンバーも大勢押し寄せ、ゲー

ムの豪華景品が無くなってしまい閉店となりました。

感謝 

かがり火祭恒例の最後の打ち上げ花火を見な

がら後片付けをして、帰りの準備をしていると花火

終了後なななんと、『かがり火祭は今年が最後に

なる』とのアナウンスがありました。一同びっくりで

す。なぜ、かがり火祭がなくなってしまうのか理由

までアナウンスありませんでしたが、とてもさみしく

感じます。これも時代の流れなのでしょうか……。 

 最後のかがり火祭に参加できてよかったと思いま

す。 

※収支については、例会時に、早川さんよりお願い

いたします。 

                         坂倉  洋 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
     最後を締めくくる壮大な花火でした 

 

 
第一回中部楽例会に参加して 

 

 
 

熱い名古屋の港の先端にある名古屋ポートビ

ルのビアホールにて開催された８月４日第一回中

部楽例会にグランパスクラブ代表として参加しまし

た。 

クラブ代表といってもメンバー総勢 5 名の内ワイ

ズメンバーはわたくし一人で他のバンドメンバーは

ごく普通の美女主婦三名と私の学生時代の先輩

の構成メンバーです。ただ、みなバンド演奏が好き

で長短がありますが 5 年程度のキャリアを持って

いる中年熟女バンドメンバーの皆さんです。 

夏の真っ盛りとのことと港であることを考え、ハ

ワイアンの曲をと考えましたが、どうせ他のバンド

が演奏するのではとメンバー自身が好きな曲目を

4 曲演奏いたしました。 

 
   

当日は夏を意識した服装での演奏をとの申し入

れもあり浴衣でそろえて、リハーサル時にやれ音が

大きいだの、歌が小さいだのといろいろと忠告をも

らいましたがいざ本番は、女性人の優艶な浴衣姿

でクイーンの代表曲「I was born to love you」、永遠

の名曲「青い影」、デュエットで聞かせる「ALL 

Ways」、今リバイバルしてよく流れている「君の瞳に

恋して」の 4 曲を演奏いたしました。 

 

 
  

感想を言えば熱くて狭く条件が良くなかった場所

での演奏となりましたが終わってみてそれなりにメ

ンバー皆、満足した演奏内容となりましたがただし、

本番は当方熱が入り乗ってしまった模様であまりに

音が大きく、ボリュームを下げるよう泣きながらビヤ

ホールの方の申し入れがあったようでした。 

 

 



 
相変わらず仕事は忙しくハードである中で、６月

まで中部部長としてお役にならなかったかも知れ

ませんでしたが、その部長職として費やしていた時

間が空いた今、その空いた時間を主婦バンドにか

かりっきりで私なりにそれなりに充実感はそこにあ

ります。決して音楽的なレベルは高くないアマチュ

アバンドでありそれぞれが主婦、仕事を持って充

分な練習時間が取れない中、好きな音楽にかか

わりを持つ充実感の共有がメンバーと持てること

が今の私の喜びとなっています。 

年間 4～5 回程度、コンサートとかに出演してい

ますのが機会があれば飲み食い代で演奏いたし

ますので呼んでください。                                        

三井  

 

 
のりのりの服部ご夫妻 

 
     第二例会報告      

 

 
 

８月第２例会  

開催日 ：８月２２日(金）７：００～ 名古屋ＹＭＣＡ 

出席者 ；三井、徳田、松原、荒川、坂口、下村、

早川、服部  

１、確認事項  

クラブメンバーは７月１日現在１３名、８月１日

現在１５名。ＥＭＣ担当は月例報告すること  

２、じゃがいも購入の件 

  クラブとして購入するのかクラブとしてのファン 

ドになり得るのか議論した。その結果、例年通り

購入したい人だけ買うとした。価格は、じゃがい

も、１６００円。荷おろしにはできるだけ参加協力

して欲しい。  

３、会計報告 

   未だ未確定となっている会計報告について、早

急に提出し承認を受けることとした（会計担当） 

４、フィリピンハートキャンプの激励会について 

   歓送会の食事は参加人数の７割程度を目安に

準備する。２０名程度予定。食事、お茶、お菓子、コ

ップを用意する。予算３～４万程度。参加者にはニ

コボックスに１０００円以上入れてもらう。 

その後、場所を変えて納涼例会とした。 

 

    中部事業主査より      
    

環境マラソンのお誘い 
 

今期の地域奉仕・環境事業活動として「環境マラ

ソン」の参加をお誘いいたします。 

 「環境マラソン」とは日々の生活の中から無理なく

楽しみながら CO2 を削減できそうなことを見つけて

目標を立て、それを継続して行なっていくことです。

そして毎月末に、掲げた目標がどのくらいのパーセ

ンテージで達成できたかを振り返り、継続して記録

します。詳しい方法は第一例会にてご説明いたしま

す。 

「一人の小さな力もたくさん集まれば大きな力

になる。」 
そんな当たり前のことを今改めて考え、一人でも

多くの方にチャレンジしていただきたいと思います。 

チャリティーランで走る体力の無くなった方は環

境マラソンで是非走ってみてください（笑） 

全国の成績上位者は表彰されますよ！ 

下村 明子 

 

     ＹＭＣＡだより       
 

―2008 年度 夏の感謝会のご案内― 

 
名古屋 YMCA では、この夏、たくさんの子どもた

ちが楽しいプログラムを体験しました。また、今年は

「台北 YMCA ICCPJ」の受け入れを始め、「ロサン

ゼルスキャンプ」「日韓ユース交流プログラム（８月

中旬）」「フィリピンワークキャンプ（８月末～９月上

旬）」など、様々な国際プログラムを実施しできまし

た。特に､フィリピンキャンプにはクランパスワイズよ

り松原 誠ワイズのご参加も含め、前面的にご支援

をいただき感謝です。 

 さて、様々な夏のプログラムを振り返り参加者や

保護者、ご協力いただいた方からの声を交えなが



 
ら、報告及び感謝の会を催したいと思います。お忙

しいこととは存じますが、是非ともご出席いただき

ますようお願い申し上げます。 

 
日 時：２００８年９月２０日（土） １９時～２１時   

場 所：  名古屋 YMCA 3 階会議室  

参加費：   ２，０００円  

＊ 軽食、飲み物をご用意いたします。 

＊ クラブ単位でご出欠を取りまとめていただくよう

にしています。 

（徳田） 

 

 

  大阪くいだおれ例会の報告      

 

 
 

暑い暑い８月７日。午後から講習会で大阪へ出

掛けました。 

講習会場は天満橋で、単身赴任中の荒川メン

の職場のある京橋のちょうど隣です。 

せっかくの機会なので他クラブ訪問を考えました

が、この日大阪では例会のあるクラブがなく、それ

ならば、２人でグランパス出張例会を決行しようと

いうことになりました。 

 

 
 

仕事帰りの荒川メンと京橋で待ち合わせをし、鶴橋

で行列の出来るお店「鶴橋風月本店」へ。 

お好み焼き、焼きそばなどお腹いっぱい食べました。 

 

 
 

 

 

 
 

 

    夏休みは涼しい所で     

  
 私たちの後ろは全面雪です。そうですここは

気温２０度の白馬大雪渓です。猛暑の名古屋で

夏休みを過ごされた方には申し訳ありませんが、

私たち家族はエアコンの要らない涼しい夏を満

喫しました。夏の北アルプスでこれまでのスト

さらに荒川メンの情報に

よると、鶴橋にはものす

ごいスイーツを食べさせ

てくれるお店があるらし

い。 

せっかくだし、スイーツは

別腹！ということでその

お店「KANARIYA」へ。 

メニューを見るとたくさん

のパフェが。 

 

 

早速ひとつずつオーダー

して出てきたのがこちら。 

別腹とは言いつつも、こ

の量はヤバすきます。 

左はパイナップルのパフ

ェで、グラスの中にはヨー

グルトがパンパンに詰ま

っています。 

右は紅茶のパフェで、ア

イスティーの上に重みで

ひっくり返りそうなほどの

ホイップが乗っています。 

 

 

紅茶のパフェを食べる

私 で す 。 （ 笑 顔 が 苦 し

い。） 

何だかんだ言いつつも頑

張って完食しました！ 

食べた直後、胃が大きく

膨らんでしまい、翌日の

お昼まで何も食べること

が出来ませんでした。 

そして、約２時間の大阪く

いだおれ例会は無事終

了しました。 
 



 
レスを全て吐き出しリセットできると信じてい

ます。来年はみなさんもご一緒に行きましょう。 

                  荒川 

 

 
 

 
 

 

     そ  の  他      

 
１． 今月の誕生日 

 

   
下村 明子    ２日 

坂倉  洋    ９日 

松原  誠   ２４日 

荒川 恭次   ２５日 

    
 
２． 西日本区強調月間 

 

９月強調月間 Menettes 

メネット同士の親睦を深めるとともに、ワイズの

一員としてメネットも積極的に例会に参加しましょう。

メネットを中心にメネットも楽しく参加できる例会を

企画しましょう。 

田上かつみ メネット事業主任 

 

３．吉田正氏より退院内祝をいただきました。さらな  

る回復をお祈りします。リハビリ頑張ってください。 

 

 
 
４．最後の日和田高原火祭り写真です。 

     

 
 

 
 

        


