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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｣

５月号

200９年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――

あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々があなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの
天の父をあがめるようになるためである。
マタイによる福音書 ５章１６節

グランパスホームページ

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

200９年５月例会ご案内
◎第一例会

◎ＢＦデリゲート来名歓迎会
と き：５月２５日（月）
詳細は別途連絡します

と

き ：５月３日（日）～４日（月）
１４：００現地集合
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ日和田高原キャンプ場
ドライバー：三井君
「 ワイズ・リーダー交流会 」
新人野外リーダー歓迎会と併せ、ワイズメンと野
外リーダーとの交流会を開催します。

◎名古屋ＹＭＣＡ会員総会
と き：５月２９日（金）
ところ：名古屋ＹＭＣＡ３Ｆ会議室
18：30～20：45

◎第二例会

◎西日本区大会
と き：６月６日（土）～７日（日）
ところ：熊本市民会館

と き ：５月２２日（金） １９：００～
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
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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：平成２１年４月１１日(土)
ＡＭ １０：３０～
場 所：河和北方
出席者：早川、高田、坂口、佐藤・メネット・コ
メット４、南里・コメット、松原・メネット
朝早くよりミー（南里）と海斗も乗せて一路河
和に向かいました。余りにも早く目的地に着きそ
うでしたので、えびせんべいの里で一休みと買い
物をしました。潮干狩り場は天気もよく暖かでの
んびりした光景が広がっていました。例の小さな
赤い網袋が千円で、バケツが２千円です。管理の
おじさんがバケツ半分で元が取れるとバケツを
勧める。もちろん山盛り採るつもりでバケツにし
た。功祐はクッキング、佐藤君とコメットたちは
クラゲやカニ採りに夢中。我々大人６人はああで
もないこうでもないと、周りの迷惑顧みず手より
口のほうがよく動いていました。すると近くのお
ばさんが、「しゃべっとらんと手動かさんと満ち
てくるで～」と ごもっともです。
最初のうちは要領を得ず大きなのもなかなか
取れないので、このままではやばいと思いました。
ところがだんだん要領が分ってきました。上から
３㎝のところをどんどん掘り進めばよいのです。
大きな貝が面白いように採れたのです。みんなだ
んだん夢中になって２時間後にはバケツいっぱ
い採れました。もう少し山盛りにしようかなと思
ったら管理のおじさんが寄ってきて、「もうこれ
くらいで十分じゃない」と、それとなく止めに入
りました。いつも見てたんだ僕たちのことを。そ
して管理のおじさんはきっと後悔しているに違
いない。来年からは２千円ではなく３千円にしよ
う、と心に決めたと思う。来年３千円だったら僕
たちのせいに違いない。ああ面白かった。
帰りは少し遠回りになったけど、功祐お勧めの
師崎の乾物屋さんで、美味しいアナゴの乾物とた
この乾物を買って帰りました。
まつばら

昨日、ひよしがり（潮干狩り）にいきました。
カニとかあめふらしもつかまえました。
帰りににがしました。
いえにかえったら、あさりの貝がらからカニ
がでてきました。それで、カニを家でかうこと
にしました。また、行きたいです。
佐藤晃太郎 2 年生

根の上まつり
日 時：2009 年 4 月 29 日(祝･水) 10:30~15:00
場 所：根ノ上キャンプ場
出席者：坂口、坂口メネット、坂口母、松原、
松原メネット、松原コメット２名、徳田、南里、
南里コメット、佐藤、佐藤コメット３名
2009 年春の根ノ上まつりは、晴天の中 50 名ほ
どの参加者がありました。
根ノ上を愛する会の浅野会長の進行のもと楽
しく行われました。メインロッジで 1 部の開会
礼拝、広場で 2 部のオープニングセレモニーが
進行中グランパスのメンバーは 3 部の野外料理
の準備で坂口会長の指示のもと、キッチンでて

んやわんやでした。外では、朝から軍手とうちわ
を持ち、火起こしに気合いいっぱいの佐藤コメッ
ト達により火の準備が進みました。3 部の会食も
メンバーのメネット、コメットみんなの協力によ
り無事料理の提供が出来ました。暖かい日差しの
下、キャンプソングがギターの生演奏と共に歌わ
れました。
閉会式は、YMCA のうたを参加者全員での合唱
で締めくくられ無事終わりました。ただ一つ荒川
さんから依頼があった参加者の集合写真が撮ら
れることなく。
佐藤

厨房はもちろんグランパスが担当でした

第二例会報告

開

会 礼

拝

キャンプソング

楽しい会食会

日 時：2009 年４月 24 日（金）ＰＭ7：00～
場 所：名古屋ＹＭＣＡ
出席者：高田、徳田、早川、坂倉、坂口、松原、
三井、佐藤、阿部、下村
＜ 議題 ＞
１．ＹＭＣＡより
(1)ＹＭＣＡ会員総会
開催日：５月２９日 １８：３０～
実行委員の服部、荒川メネット、松原は参
加型の会員総会にするためプログラムを目
下検討中
(2)四日市ＹＭＣＡより募金の依頼があった。
２．中部より
(1)西日本区大会出席１０名のメンバーは４月
２９日までにお金の支払いをお願いした。
(2)連絡会にて提案のあった“今後の合同例会
のあり方”について話合った。５月２０日
の会長会にて会長がもう一度詳細を確認す
ることとした。
３．根ノ上を愛する会“根ノ上祭り”について
開催日：４月２９日 ＡＭ１０：３０～
グランパスは４０名分の食事担当、食材・
デザート：坂口、飲み物・氷：松原
４．日和田キャンプ場リーダー交流会について
開催日：５月３日ＰＭ５：００～開催予定
集 合：ＰＭ２：００
グランパスとの野外リーダー懇親会
（新人リ
ーダー歓迎会含む）を行う。
リーダー人数：２５名、グランパス人数：１
０名程度予定。宿泊場所：公民館、メインロ
ッジ、名星舎。予算：５万円、食材：坂口、
飲み物：松原が調達とした。
５．ＢＦデリゲート訪問について
５月２５日（月）グランパス単独の特別例会
での会食の依頼があり対応することとした。

６．その他
(1)たけのこ狩りプログラム
５月５日(火) 三井家１０：００集合 雨の
場合中止
(2)一泊例会
７月４日(土)～５日（日）
場所：犬山ユースホステル
７．ブリテン原稿依頼
４月第一例会（潮干狩り）
：松原
４月第二例会：松原
ＹＭＣＡより：徳田
富士山登山に挑戦：阿部
その他

楽しみな土曜
いままで経験をしたこともない昨今の混沌と
した社会経済の中、輝いていた高度経済成長時に
楽しい学生生活を送った軟弱な!５０過ぎの世代
には、今の不安定な状況は非常に心身とも負担が
かかり、ストレスと不安を抱えながら神経をすり
減らしているこの頃ですが、最近土曜日が楽しみ
になっています。
一応、仕事は厳しいながら何とかなっておりま
す。家庭は波風も立たず子供も離れ始め親として
も責任を全う出来ているこの頃ですが、ひょんな
ことで学生時代から熱中していた音楽活動を復
活させてもらえる、長久手町、日進市を主に活動
しているバンドに参加できることができました。
バンドメン
バー構成は２
０代から４０
代の女性が４
人と、私の先
輩の６人での
メンバーで、
主に演奏して
いる曲はいわ
ゆる懐メロロ
ックです。(多
分に私の気に
入っている曲
が多いです
が)
私は大学入学後すぐに親にねだり当時として
は非常に高価であったろうアメリカ・フェンダー
社ブルーフラワーポット柄のテレキャスターを
30 年ぶりに道具置き場の奥から取り出し、壊れ
ていた部品はアメリカのメーカーに発注して修
理し磨き復元したギターを持っての参加です。メ
ンバーはすべて仕事を持っており、特に４人の女
性メンバーは、仕事と母親としても大変忙しい毎

日を送っている中、練習日の土曜日には時間ど
おり集合し、それぞれの気に入っている曲をま
とめ、約 4 時間の練習をこなしています。
その成果として年 3 回ほどのライブにはメン
バーの家族、友人らを呼んで演奏を聞いてもら
い、また自らもバンドに参加している事自体を
楽しんでいます。
何事も好きで目的も持ってすれば少々の負担
もカバーでき、その結果自らもまた取り巻きも
楽しめるのではないか思います。
少々強引かも知れませんがワイズ活動もメン
バーみなそれぞれの環境も違いますが、思いが
一つにまとまり、また各プログラムもクラブメ
ンバーがその内容に楽しみを見いだすことがで
きれば幸せではないでしょうか。
今年も 5 月から名東区のイベント参加のライ
ブから始まり、年末のホールでのコンサートま
でのお姉さまバンド活動と、7 月よりクラブ会長
になるワイズ活動とともに、元気に土曜日を楽
しんでいきたいと思います。
三井秀和

第５回 長野車椅子マラソン参加

今回で４回目の参加となる第５回長野車いす
マラソン。長野マラソンは一般部門もあり、東
京マラソンに次ぐ人気のマラソン大会です。早
春の長野路を走る、気持ちの良いロケーション
のコースです。
目標はハーフの距離で１時間 10 分を切る事で
した。時間を作り練習をしてきていましたが、
またまた不本意な結果に・・・。
「結果より参加する事に意義がある」的な方向
に方向修正しないといけないほど、最近成績は
ふるいません(泣)
私は結果は悪くても、人として続ける事の大
切さを最近重視しています。仕事の合間に時間
を作り練習しています。普段は仕事を終えた後、
家に帰ってからローラー(車椅子マラソン用の
練習台)で週３回、３～５ｋｍは走っています。
それでもなかなか早くなれないのは、他の選手

がそれ以上に練習に励み努力しているからです。
負けていてはダメです。他の選手に負けないよ
うこれからも頑張ります！車椅子に乗っている
者が頑張ってますから、皆さんもそれ以上に努力
する事を見つけて下さいね！
続けていれば良いこともあるはずですからね(笑)
ワイズメンも続けて行くことが重要ですね！
阿部一雄
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英国にも感染者の確認されている「豚インフル
エンザ」（英語では SWINE FLU）について、日
本でもさまざまな反応をしているように思われ
ますが、こちらと違う点がひとつあります。
英国、ドイツともに感染者がでており、いずれ
の国も 新聞、TV のニュースのトップになって
おりますが、メキシコ、米国等と比べると 国民
の反応はきわめて冷静です。とくに日本国内と異
なるのが 「マスク」への反応。英国の健康保険
（NHS）及び 保健省（日本の厚生省）に電話確
認したところ「マスクは効果がなく、むしろ手洗
い（消毒）の励行と、鼻や口を常時ティッシュー
で清潔に保つこと」を強調しています。
（参考）英国のエンジニアリング産業連盟の産
業医はアドバイスとして、「マスクを買うことは
すすめない。」と明言しています。ドイツも同じ
状況のようです。
英国・ドイツは 文化的背景からでしょうか？
日ごろも今も英国及びドイツで「マスクをしてい
る者」は一人も見かけないと言っても過言ではあ
りません。
当社の派遣社員が健康診断及び診療で利用中
の「ジャパングリーンクリニック」（ロンドン）
によれば「マスク」の使用は「室内、自動車内に
限り、外出時は着用は避けたほうがいい」という
ことです。理由は「英国、欧州では過去、反社会
的な行為をするグループがマスクを着用してい
たため、マスクは反社会的グループのシンボルと

認識されているため。」だそうです。日本人に
比べて現地の社員には「マスク」に対してまっ
たく関心がありません。
PS:私は花粉症のためのマスクを大量に持って
いますが、外でかけたことはまだありません。
4 日には、英国で感染が確認されたのが 27 名
になり、
今現在欧州ではスペインの 54 名に続き、
英国は 27 名で、2 番目に感染者が多い国となり
ました。
本日はロンドン南部の学校で、米国から帰国
した児童を中心に数名の児童が感染したことが
確認され、その学校は 1 週間の休校（閉鎖）と
なりました。この休校のニュースが BBC の TV ニ
ュースのトップです。
4 日にヒースローに出迎えに行った同僚の話
では日本からのフライト ANA や JAL の日本人の
乗客は相当数がマスクを着用したままバスなど
でホテルにむかっており、日本人が特に警戒感
が強いことが目立ったそうです。
英国の新聞、雑誌、TV などマスコミのインフ
ルエンザの報道は全体として「いまは WHO もす
ぐに 警戒度を最高のレベル６に上げる見込み
はなく冷静に対応する必要があるが、当分は夏
にむかうので、いったん沈静化すると思われる
ものの、今年の冬は相当注意しないといけな
い。」と警戒を呼びかけております。
ではまた。吉田一誠
※

上記記事は、５月５日に吉田ワイズからメールで
いただいたものです。

ＹＭＣＡコーナー
2009 年度定期会員総会を以下のように行います。
日 時 2009 年 5 月 29 日(金)18：30～20：45
会 場 名古屋 YMCA 代官町会館３階会議室
当日は、永年会員感謝表彰、永年継続会員表
彰、ユースボランティア認証式。また、2008 年
度 事業報告及び会計報告、2009 年度事業方針
及び予算報告、常議員選挙結果報告、新常議員
及び改選常議員紹介が行われます。
第 3 部 では、
「フィリピンふしぎ発見」という
テーマで、フィリピンキャンプ報告等を交えた
交流の時を持ちたいと計画しています。
（徳田）

春だ！

桜

め ぐ り だ

今年は桜の満開時期がいい具合に週末になりま
した。我が家のしだれ桜をスタート地点としてドライ
ブを兼ねて「桜めぐり」をしました。
名古屋北部の新川堤防を北上。さらに萱津橋か
ら五条川を北上。いよいよ桜街道の始まりです。写
真をご堪能あれ。終着は年に一度のご開帳、大阪
造幣局の桜通り抜けです。職場の京橋から京阪で
一駅（天満橋）、長～い行列つくって桜見物でした。
荒川恭次
所変わって大阪造幣局内の桜回廊（夜桜見物です）
一年に一度しか「通り抜け（一般公開）」できません。

我が家の枝垂桜も満開です
ここの名物「紅手鞠」とても綺麗です
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１． 今月の誕生日

高田
佐藤

士嗣
恵子

（ ３日）
（２１日）

五条川上流大口町あたりの桜街道

２． 西日本区強調月間

５月強調月間 ＬＴ

ここは秘密の場所です（大口保育園横）

クラブ例会を思いやりの心で！ 次期クラブ役員
とビジョンを語り、ともに成長を目指しましょう。活動
意欲とリーダーシップの高揚に「ワイズ必携」をご活
用ください。
佐藤 典子 理事

