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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｣

６月号

200９年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い
哀歌 3 章２２～２３節

グランパスホームページ

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

200９年６月例会ご案内
◎第一例会

◎第二例会（役員会）

と き ：６月１９日（金） １９：００～
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
ドライバー：阿部君
卓話 「 ジャイカについて 」
講師：奈良昭彦氏
中堅以上のワイズメンなら誰でもご存じの奈良
さんは現在名古屋在住です。グランパスとは何
かと御縁があり、今回「ジャイカ」についてのお
話をしていただくことになりました。ゲストを含め
て多数のご参加を期待します。
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と き ：未定（別途連絡します）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ

◎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
◎一泊例会
と き：７月４日（土）～５日（日）
ところ：犬山国際ユースホステル
詳細は別途連絡します。
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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５月３日(日)～４日（月）
場 所：名古屋ＹＭＣＡ日和田高原キャンプ場
出席者：荒川・メネット、坂倉、早川、高田、坂
口、三井、信田、松原・メネット
ゲスト：南里・コメット、

凄い、その胃袋は人間ディスポーザ（失礼）
、見
てても気持ちが良いです。静かな自然の中で森
林浴をしながらの食事は本当に美味しいもので
した。みんなの笑顔と料理とお酒に感謝します。
あと片付けのあと、皆さんが私にサプライズパ
ーティーを催してくださいました。この日は、
私の○○回目の誕生日で、愛ある家族とのホー
ムパーティーを延期？中止？して今回の交流会
に出席しました。そんな中、手作りケーキを用
意してくださってバースディーパーティーを開
いてくださいました。本当にありがとう御座い
ました。
高田士嗣

ワイズ・リーダー交流会
in 日和田高原キャンプ場
5 月３日（水）早朝４：００ＡＭ、坂口会長、
信田君、石原君と私の 4 人、伊勢湾岸道刈谷オア
シスで集合。ＥＴＣ高速料金割引（乗り放題）１
０００円の為、すでに満車で車内仮眠民族多
数・・・日本人は根性あります。でも、環境を考
えて、エンジンを切って寝なさいよ・・・日本人
モラルないわ。日和田の若いリーダー達に、新鮮
な魚を食べて頂こうと一路鹿島槍ガーデンへ食
糧確保の旅が始まりました。センターの駐車場も
一杯でびっくり、ここにも割引料金の効果が出て
いました。

リーダーのために美味しいテンプラ作ろう

老若男女は十分食べて交流しました。

釣果は、日頃の授業料にあわせて差が出ました。
だれが一番多く釣ったかは？？？？ 全員、会長
を立てる優しさと抱擁力が一杯です。天婦羅と和、
洋、中華となんでもあり。しかし若い人の食欲は

きんチャン宙を舞う（祝誕生日胴上げ）

誕生日ケーキを手にご満悦きんチャン

来期からグランパスの新メンバーになる奈良さ
んの通訳のもと、和やかな雰囲気で行われまし
た。
お二人ともアジアに来られた目的は、韓国と
西日本区の区大会への出席で、アジアは初めて
だそうです。大阪、名古屋の印象を聞いたとこ
ろ、両都市の都市高速道路網と都市の清潔感に
感心したそうです。Y`s の活動については、ＹＭ
ＣＡと Y`s とメネット会が上手に関係を持ちな
がら活動をしているのが参考になったそうです。
クララさんの地域では 3 団体間に連絡があまり
無く、活動が各団体別々になってしまっている
そうです。

トーチ振ったぜ
３０年ぶりにトーチを振りました。火の点いた
トーチは結構重く、それを身体に接触させずに振
るには結構腕力使います。でも体は覚えていまし
た。若いリーダー３人に遅れまいと必死でした。
幸い暗くて必死の形相は誰にも気づかれていな
いはず。ここでも若いリーダーと交流を図ること
ができました。よおし。来年までに３０年分ワザ
戻して見せようぞ。
（少し腹を凹ます必要あり）
荒川恭次

ＢＦ特別例会
日時：5 月 25 日 ７：００PM～９：００PM
場所：しゃぶしゃぶ温野菜 金山
出席：Mrs.Clara Adetuyi(Regional Director),
Mrs.Oge Uzuh,
坂口、早川、服部、服部メネット、荒川メ
ネット、阿部、坂倉、下村、高田、信田、
徳田、佐藤、青木、奈良、藤田、深谷、

ＢＦデレゲートとしてナイジェリアからみえ
たクララさんとオゲさんを囲んでの特別例会は、

とにかく、お疲れのようなお二人。場もなご
んできたところで、実は、日本人のペースにつ
いて行くのに精一杯で、てんてこまいの数日だ
ったそうです。弁護士のクララさんはお国では
毎日、忙しく仕事しているので、今回はバカン
ス気分でのんびりと、というつもりでみえたそ
うなのですが、日本各地の熱烈な歓迎ぶりは、
毎日のお仕事より多忙なスケジュールだったそ
うです。残りの滞在期間は、楽しくのんびり過
ごせることを願っています。
佐藤壽晃

第二例会報告
開催日：２００９年５月２２日（金）
１９：００～２１：００
場 所：名古屋ＹＭＣＡ会議室
参加者：坂口、荒川、早川、坂倉、徳田、三井、
ゲスト：奈良

6. 役員会
開催日：未定（別途連絡）
7. その他
ゲストの奈良さんはグランパスクラブに
入会すると宣言されました。
入会式は一泊例
会を予定。
奈良さんのプロフィール
ワイズ歴：元東副区理事、東京山手クラブ、
東京サンライズクラブ、東京八王子クラブ、
京都クラブを経てグランパスに入会予定（名
古屋在住）

「自慢の竹林が大変なことになって
います」

1. ＹＭＣＡ総会について
フィリピン理解コーナー（委員長：服部君）
としてフィリピン料理を出す。
６月７日（日）にフィリピンチャリティー
コンサートが名古屋市公会堂で１５時か
ら開催される。フィリピンの歴史をミュー
ジカルで紹介される。収益金はフィリピン
の住宅整備に使われる。
2. 中部関連について
西日本区大会出席者最終：阿部、荒川（２）、
坂口、下村、服部（２）、早川（２）
、三井
バナーセレモニーの準備は坂口会長が対応
する。
3. 松原君御尊父逝去に伴うお通夜および葬儀
について
クラブより生花およびお香典を出す。あと
はメンバー個人的な対応とする。
4. ＢＦデリケート歓迎会
開催日：５月２５日（月）１９：００～
特別例会とする。会費：５０００円。ドラ
イバー：坂倉君。グランパスは１６名参加予
定。招待者２名の費用（１５００円/１名）
は中部負担。１７：００までは名古屋クラブ
が対応する。１８：００にサンルート東別院
に招待者をお迎えに行く。担当：服部、早川、
奈良
5. ６月第一例会について
開催日：６月１１日（木）とする。（当初の６日
を変更） 再度変更で６月１９日（金）です。
卓 話：「ジャイカについて」講師：奈良
昭彦さん。ドライバー：阿部君。会場は別途

今まで長
年 5 月 5 日前
後に、クラブ
ファミリー
プログラム
として皆さ
んも楽しみ
にして好評
でありまし
た当家での
筍パーティーは突如として孟宗竹、破竹とも枯
れ始め写真のような立ち枯れ始めたため筍が取
れなくなり中止とさせていただきました。
今年は暖かく筍が例年より早く出だしました
が 4 月末ごろには突然全く出てこなくなり収穫
できる本数
もわずかと
なり 5 月一
週目で全く
なくなりま
した。
通常、孟
宗の筍が 5
月初旬に終
わりかける
と破竹の筍
が出だして通年 4 月中ごろから 5 月 2 週目まで
一カ月は週末どこにも出かけられず朝早くから
休みの二日間は裏庭での筍の処理に追われてい
ましたが今年は鉄鍋での炊き揚げ一回もしなく
ても済んでしまう収穫量となってしまいました。
昨年、秋に写真に撮りました竹の花が当家の

竹にたくさん咲き始め、ある程度は枯れるものと
見ていましたがこんなにひどくなるとは考えて
はいませんでした。
先日も YMCA 日和田高原キュンプ場に行く途中
での中央高速沿いの竹林も黄色く葉が枯れ始め
ているのを見ました。
竹自体は地下茎のイネ科の親戚とのことです。
いったん花が咲くとその地下茎の根としてすべ
ての竹につな
がっているた
め残念ながら
皆さんご存じ
のように余り
ある当家の竹
は全滅となる
と考えていま
す。
ただ
し花が咲くと
いうことは受粉し種が落ちて新しい芽が出てく
ることでありますが、これから三年間ほどは立ち
枯れた古い竹を処分して新しい竹が成長しその
子供の筍がでてくるまで収穫はできません。
枯れた立ち枯れの竹の処理は非常に大変な作業
となるためいっその事、重機を入れ整地して芝を
張ってショートコースでも作ってみようかとも
考えていますが、皆さんが楽しみにしている筍パ
ーティーを無くすのも申し訳なく、これから一年
どうするか考えてみます。
三井 秀和

ＹＭＣＡコーナー
Ｙを愉しむ会
２００８年度から始まった「Y を愉しむ会」を開催
します。
昨年度は 2 回実施しましたが、述べ約６０名の方に
ご参加いただき感謝です。そして、今年も会員の集
い「Y を愉しむ会」を行いますので、ぜひ、ご参加
ください。ご家族、ご友人の参加も大歓迎です。な
お、会費の一部にはチャリティ募金が含まれます。
■日

時：2009 年６月２７日（土）
18：00～20：00 頃
■会
場：名古屋ＹＭＣＡ（代官町）ロビー
■参 加 費：★ 3,000 円
★ 差し入れ持参の方・・・2,000 円
★ 新しいお友だちを連れてきた方
・・・・・・お二人で 3,000 円

■お申し込み：参加者名および人数をＹＭＣＡま
でお電話もしくはＦＡＸ（052－932－5541）でお
知らせください。
■お問い合わせは名古屋ＹＭＣＡまで
（徳田）
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１． 今月の誕生日

今月は該当者はありませんが

２． 西日本区強調月間

６月強調月間

評価・計画

西日本区 2000 名まであと何名?
1 年を振り返って最後に｢楽しかったね｣と皆さ
んで言えましたか。その評価や反省を次年度の計
画に生かしましょう。
佐藤 典子 理事

