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名古屋グランパス ワイズメンズ クラブ 
       NAGOYA YMCA   1-2-7 HARUOKA CHIKUSAKU  NAGOYA 464-0848 JAPAN 

 

国際会長主題     「より良い明日のために今日を築く」 

アジア会長主題    「アクション！」 

西日本区理事主題   「風となれ、ひかりとなれ」 

中部部長主題       「輪を拡げ 明るく楽しく 元気よく ＹＭＣＡとともに」 

クラブ会長主題    「見つける！つなげる！よくする！ 新しいポジティブネットの輪を創る」 
 

                                   2020年 5月号 
           

―――――――――――＜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はらいなさい。  
フィリピの信徒への手紙２章３節 

       

クラブホームページ http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus2019-2020.pdf   

 
                  
   
 

 

＠日和田キャンプ場 (担当 信田・坂口) 

リーダートレーニング・サポート 

と  き：５月３日(日)～４日(月・祝日) 

時  間：１３：００～ 

ところ: 日和田キャンプ場 

・ 中止となりました 

 

＠５月第一例会・ＷＥＢ会議(担当 吉田) 
と  き：５月２１日(木) 

時  間：２０：００～ 

ところ: 在宅 

・Zoom システムでの会議となります。 

・事前に荒川君より詳細配信あります 

＠第２３回西日本区大会 

と  き：６月１３日(土)～１４日(日) 

ところ: 琵琶湖ホテル 

・中止となりました 

 

＠２０２０年度一泊例会 (担当・坂口) 

と  き：７月４日(土)～５日(日) 

ところ: 日本 YMCA 同盟 東山荘 

静岡県御殿場市東山１０５２ 

      0550-83-1133 

費用：1人 1泊 2食付きで約 10,000 円 

（お子様は相談） 

・ふじさんぽ（お弁当付き）2,815 円 
 

 

“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に伴う

４  

月 

例

会 

   例     会     出     席     状     況    B  F ポイント クラブファンド（月）   

在  席  者 14 名 第  1  例  会  -名  当   月 ・ 切   手  - ニコ BOX ノート  - 

例会出席者 -名 第  2  例  会  -名 当   月 ・ 現   金  - 感 謝 ファンド  - 

当月出席率 -% そ の 他   -名 累              計  - 累          計  - 

2020年 5月例会 他ご案内 

がんばれ日本 がんばるワイズ 
 

http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus2019-2020.pdf
https://www.google.com/search?q=ymca%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E8%8D%98&rlz=1C1JZAP_jaJP862JP862&oq=YMCA&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0l5.5177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


三 

       Stay home still !             

 

クラブ会長 吉田一誠 

「見つける！つながる！よくする！ 新しいポジテ

ィブネットの輪を創る」 

これは今年度の会長標語です。日本語学院の皆さ

んとお正月料理を一緒に作ったあたりまではこの標

語もまあまかな？などと勝手に思っていましたが、

Stay Home !と叫ばれてからはむしろむなしさが募

る標語となりました。新コロナウイルス感染症の怖

さは未知のウイルスによる病気ということで不安を

呼び、不安が人を遠ざける差別（差別を受けるのが

怖くて受診をためらう）を呼び、差別がさらなる病

気の拡散につながるという負のスパイラルで感染症

が広がる。（参考：日本赤十字社の YouTube動画） 

このようなことは私たちが経験をしたことのない

状況ですが、人との接触が極端に少なくなって最早

ひと月あまり、いまだ先行きも定かではありませ

ん。今のような状況が続く先には夢も希望も見出す

ことはむつかしく、私のように先の短いものにとっ

てはまだしも、次の時代を担う若者や子供たちにと

っては深刻な問題です。 

 ’青少年のために！’YMCA もそれに連なるワイズ

もこれを標語に掲げて活動をしてきましたが、YMCA

はともかく、このような状況下、残念ながら我々ワ

イズとしては何もできていません。いったい今まで

してきたことは何だったのか？イライラが募りま

す。今のような状況のままでは、何も見つけること

はできず、人のつながりも広がりません、ましてや

よくすることなど論外です。 どうすればよいの

か、新聞、TV、ネットのニュースなどの報道も感染

症の情報一辺倒だったのから、最近少しづつです

が、ポスト新コロナの社会ついていろいろな論調が

出てきました。 

我々も何か行動を起こすべき時です。 

そこで提案です、オンラインでのコミュニケーシ

ョンをもっと活用しましょう。4月に試行した Zoom

による TV会議は少し戸惑いもありましたが、久し

ぶりにみんなと会話できたことに私は何かほっとし

ました。5月にはオンライン例会をしましょう。オ

ンラインのつながりの中で 

「見つける！つながる！よくする！ 

 新しいポジティブネットの輪を創る」 

 

 日時：5月 21日（木）20時（夕食後という設定

で）～ 

＊荒川さん 4月同様 Zoomによる会議を招集くだ

さい。お願いします。 

＊ドライバーは私がやらせていただきます。 

内容： 

 １．報告 

  1-1 ワイズ、YMCA関係の動き報告 吉田一誠 

  1-2 IBC 状況報告 松原行謙 

  1-3 名古屋 YMCA報告 遠藤恵美子  

  1-4 7月 1泊例会 状況確認 坂口功佑 

  

２．フリートーキング 

  近況報告、提案、なんでも結構です、 

各自何か（3～5分くらい）お話を！ 

みんなの知恵を寄せ合って何かを始める機会と

しましょう！ 
以上 

 

  つまらんね！ワイズのない生活は           
 

(理事通信 4月号より転記) 
 

西日本区理事 戸所岩雄  

コロナ渦中にあって、様々に御尽力いただいてい

る皆様に心から感謝を申し上げます。 日々の生活

の中に、当たり前にあった多くのワイズや YMCA関

連の例会や催しが止む無く中止や延期となっていま

すこと、皆様の心中如何ばかりかとお察し致しま

す。 生きていくのに、時としてワイズの活動を負

担に思うことはあってもいざ中止が続くとなるとポ

カンとした空虚感を感じておられるメンバーも多く

おられることと思います。ワイズ活動をすること、

メンバーと出会い交歓することがいかに自分達の人

生を豊かにしてくれて いたのかを改めて知る良い

機会になったかもしれません。 

“奉仕に関わること”、“Ubuntu－他者に関わるこ

と”それが出来ることの豊かさを改めて気付か さ

れたこの“コロナ禍”かも知れませんが、 

この難局が過ぎ行きた時にこの思いが、新たな活

動に寄せる大きな エネルギーに繋がることに思い

と希望を寄せたいと思います。  

今 、少し吹き始めたワイズ起こしの風を減衰さ

せることなく！ 
 

 

   ２０２０年度一泊例会案内        
 

次期会長 坂口功祐 

新型コロナウィルスの影響が日増しに強くなって

おります 皆様ご自愛ください 

来期グランパス活動キックオフミーティングの久

しぶりに一泊例会を日本 YMCA 同盟 東山荘にて計

画しました 
 

 
 

７月にはどのような状況かわかりませんが、東山

荘５月 15日予約締切となっておりますので出席確

認をさせてください 

東山荘は日本 YMCA同盟の施設で 100年以上の歴



 
史ある研修設備と宿泊備えたところで食事等も大変

評判の良く施設も最近改築して大変奇麗です。 

 

 
 

またディーン・リーパー・（洞爺丸にて日本人を

助け海難死された）メモリアルロッジを貸し切りに

して食事等も完全提供で家族でも気軽に参加してい

ただけると思います 

眺望は富士山の裾野にあり瞑想館より富士山に沈む

夕焼けは素晴らしいものです。 

 

 
 

プログラムとして夕方バーベキューにて野外宴会

や翌日は瞑想館での早朝礼拝、キックオフミーティ

ング等、 
 

 
 

日曜日には希望により 3時間ほどの名物ガイド付

きで富士山裾野の散策「ふじさんぽ」を計画してお

ります。 

 
 

久しぶりの一泊例会です皆さんぜひ参加してください。 

 

日時：7月 4日㈯から 5日㈰ 

場所：日本 YMCA同盟 東山荘 
https://www.ymcajapan.org/tozanso/profile/about/ 

   〒412-0024 静岡県御殿場市東山１０５２ 

電話： 0550-83-1133 

費用：1人 1泊 2食付きで約 10,000円 

（お子様は相談） 

ふじさんぽ（お弁当付き）2,815円 

 

    ONLINE ミーティングの活用    
 

 
 

荒川恭次 

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、仕事では

テレワーク・自宅待機が余儀なくされ、様々な打合

せ・会議等が中止に追い込まれています。ワイズで

は西日本区各クラブの例会が 2月下旬より中止とな

り、西日本区役員会、次期会長・主査研修会、西日

本区大会も中止となりました。Face to faceを信

条とするワイズではメールによる打ち合わせでは非

常にもどかしさを感じます。  

そこで映像会議の出番ですが、従来からある映像

会議システムは業務用で運用費が高価です。従来な

らば個人的には無料のスカイプの使用ですが、ＰＣ

画面上で 5名を超えると不安定になる等の課題があ

りました。  

そこでＺＯＯＭの登場です。すでにグランパスク

ラブの 3月第二例会で 10名の参加で試用しました

が、レスポンスも良く安定して使えることから、今

では西日本区役員会、各委員会等の会議で使われる

ようになり、今ではオンライン呑み会も盛んです。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%9E%E7%88%BA%E4%B8%B8
https://www.ymcajapan.org/tozanso/profile/about/
https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_jaJP862JP862&sxsrf=ALeKk02gUjcOmpi_4q0kKK2FgVmMaTpQww:1585713143048&q=%EF%BD%99%EF%BD%8D%EF%BD%83%EF%BD%81%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E8%8D%98+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&ludocid=2588258711710503201&sa=X&ved=2ahUKEwiOoO3kqcboAhXPyosBHST0CxAQ6BMwFnoECBAQAg
https://www.google.com/search?q=ymca%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E8%8D%98&rlz=1C1JZAP_jaJP862JP862&oq=YMCA&aqs=chrome.1.69i57j35i39l2j0l5.5177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
YMCAから発信している「安全のために、はなれて

いてもつながっている」を実践するために、時間さ

え合えばどこに居ても互いの顔が見えるＯＮＬＩＮ

Ｅ例会を活用し、心の交流を活性化しましょう。 
 

   ＩＢＣ締結準備・現状報告      
 

ファンド・国際交流委員 松原 行謙 

COVID19による世界的なパンデミックの現状下に

鑑み、IBC締結をインターネットで進めるべく、ト

ライアングル用の証明書を前田主任さまより送って

頂き、ロシアの 2つのクラブの会長さまにサインを

頂くために添付・送付し暫くたちます。 

クラブの正式名称・地区の確認、取決め事項へのサ

インもお願いしております。 

ロシアよりの返信の後、グランパス会長サイン、

最後に IBC国際事業主任さまにサインをいただき、 

それぞれのクラブの会長さまに再送付しハードペー

パーに印刷し保管、コピーを西日本区事務所に送り

締結完了。 

しかしロシアよりのサイン済み証明書の返信がま

だのため再確認をしたいと思います。 

現状報告は以上です。 
 

「ロシアの 2 つのクラブの会長さまにサインを頂く

ために添付・送付済み IBC 交流覚書(和訳)」 

 

・St.ペテルブルク－スメナクラブ 

・モスクワ－ビクトリアクラブ 

・名古屋グランパスクラブ 

        

ＩＢＣ 交流覚書 
St.ペテルブルクスメナクラブ、モスクワビクトリ

アクラブと名古屋グランパスクラブは 2020年 

6月 12 日、IBC締結にあたり以下事項につき意見交

換を行い合意したので以下の交流方針を定める。 

・締結日  2020年 6月 12日 

・締結場所 23回西日本区大会 ( 日本・琵琶湖 ) 

 

取決事項 

1. お互い長いお付き合いをするために、日頃のク

ラブ活動の延長線上の無理のないお付き合いを

基本とする。3クラブの文化・慣習・システム

の理解に努め 3クラブの思いを尊重する。 

2. 私たちはインターネット、ビデオ、写真を通し

意思疎通を図り、アイデアやブリテンを交換し

お祝いなどを送る。その上で実際の人の交流を

検討する。 

3. 交流の費用に関しては、区大会、地域大会など

登録費を含む会合が旅程に含まれている場合、

それぞれのクラブは自分自身のクラブの旅費、

自分自身のクラブの宿泊費と自分自身のクラブ

の登録費を負担する。 

4. 私たちは青少年の交流、ホームスティのプログ

ラムと共同活動を検討します。 

St.petersburgSmenaClub  President                      
 

Moscow Victoria ClubPresident   President                                    
 

Nagoya Grampus Club    President     

                                                                          

 

 
ＩＢＣ締結書例 

 

 

    Ｙ Ｍ Ｃ Ａ た よ り      
 

YMCAで行っている学童保育 Fun！での出来事で

す。お花をいただいたので、学童保育のみんなに見

てほしくてお花を持っていきました。 

お花の水をかえる当番を決めたり、どこに置いた

らいいかをみんなが相談してくれました。その時保

育に入っていたスタッフが、「お花にたくさんいい

言葉をかけると花は長持ちするんだって、嫌な言葉

をかけられるとすぐ枯れてしまうんだってよ」と、

豆知識を教えてくれました。その話を聞いたとたん

に、「お花さんきれいだよ～」「ビューティフォ

ー！！」と、褒め称える言葉を連発してくれたみん

な。事務所に飾っていた同じ種類のお花には、悪口

言いたい！ぞれで実験したい！といっていました

が、最終的にはどちらのお花も大切にしてくれるよ

うでした。学童保育のみんなも毎日元気に過ごして

おります！ 

 

・5月の予定 

・日和田リートレ（5/3～5/5）は中止となります。 

 

名古屋グランパスクラブ 

連絡主事 遠藤美恵子 
 

    今 後 の 予 定          
 

・6月 5日    第一例会           

・6月 18日    第二例会 

・7月 4日～5日  一泊例会    東山荘 

  詳細は表紙「案内」に記載してあります。 

 後日、次期会長坂口君より内容について確認連絡

があります。 
 



 

      そ の 他                 

 

1．今月の誕生日 

        

 

 

  高田 士嗣 5月 3日（日） 

 

 
 

2.例会等出席状況 

No. 氏 名 

4 

/ 

18 

第 

一
例
会 

・ 

中
止 

4 

 / 

16 

第 

ニ 
例 

会 

・ 

中
止 

 

4 

 / 

16 

ON 

LI 

NE 
打

合

せ 

 

 

1 青木 哲史     

2 阿部 一雄     

3 荒川 恭次   〇  

4 遠藤恵美子   〇  

5 坂口 功祐   〇  

6 信田伊知郎     

7 下村 明子   〇  

8 高田 士嗣   〇  

9 服部 庄三   〇  

10 早川 政人     

11 坂野 清治   〇  

12 松原 行謙   〇  

13 三井 秀和   〇  

14 吉田 一誠   〇  

 ゲスト     

 計 - - 10 - 

新型コロナウイルス感染防止のためクラブ例会  

を中止にした場合は、ＥＭＣ調査集計でのカウン 

トは「なし」とします。 

 

3．その他  

 

(1) お願い 

 皆さん、憎きＣＯＶＩＤ－１９のおかげでゴール

デンウィークもＳｔａｙＨｏｍｅで時間余っている

ことともいます。そこで少しそのお時間を捧げてい

ただきたいと思います。 

 下のサイトは、グランパスクラブ設立当時から今

月までのブリテンの保存庫です。この中でブリテン

の入っていない引き出しが数か所あります。 

 もしその引き出しのブリテンをお持ちならばコピ

ーをいただきたい。 

 この作業は時間がなければできません。ご協力よ

ろしくお願いします。 

 
http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus-

buriten.html 

 

 

(2) オンライン映像会議について 

既にクラブメンバー大半の方がＺＯＯＭ会議を体 

験されていますが、もしＺＯＯＭ会議は初めて又はも 

う少し知りたい方は下のサイトで詳しいマニュアルが 

ありますので一度アクセスしてみてください。 

 

https://zoomy.info/manuals/ 

 

 クラブメンバー14名全員が参加した場合は、下の 

12名で行った場合の写真を参考にしてください。試用 

ＰＣは 12.1型ディスプレイのノートＰＣです。あと 

２名で 14名表示となります。 

 スマートホンの場合は全員を１画面で表示すること 

は難しく、スワイプでの表示となります。 

 写真でお分かりのように、背景は全て映るのでご注 

意ください。また、ライトニングにより顔が暗くなる 

ので、逆光にならないようできるだけ正面から光が当 

たるようにＰＣ（カメラ）を配置してください。写真 

のＰＣのカメラはＰＣ上部の黒い点です。因みに私は 

最上段左から２番目。左配光になっています。 

 それでは、5月 21日開催のオンライン例会で皆さん 

と会えることを楽しみにしています。 

 

 
 

http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus-buriten.html
http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus-buriten.html
https://zoomy.info/manuals/

