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国際会長主題     「VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP 」  

価値観、エクステンション、リーダーシップ 

アジア太平洋地域主題「変化をもたらそう」Make a difference 

西日本区理事主題   「“Let’s do it now !”」 “2022 に向け誇りを持って All is Well.” 

中部部長主題       「知らせよう ワイズの奉仕活動を」 

クラブ会長主題    「コロナ渦の中・新しい YMCA サポート模索し実行」 

                                   2020年 11月 
 

―――――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――  
  

しかし、これらすべてのことにおいて、わたしたちは、わたしたちを愛してくださる

方によって輝かしい勝利を収めています。     ローマの信徒への手紙 ８章 37節 

      

クラブホームページ http://www.ys-chubu.jp/main/gburiten/grampus2020-2021.pdf   

 
                  
   
 

＠１１月第１例会・チャリティーラン 

 と  き：１１月 ７日(土) ８：３０～ 

ところ: 名城公園 

・チャリティーラン運営支援 

  ・日本語学院チームとの昼食会(予定) 

 

＠１１月第２例会・ＷＥＢ例会 

と  き：１１月１７日(火) 

・事前に荒川君より準備依頼があります 
 

＠第 27回名古屋 YMCA チャリティーゴルフ 

と  き：１１月１９日(木)８:３０～ 

ところ:鈴鹿カントリー中コース 

・プレー費+参加費３０００円 

・１１/５締切 

＠第２７回名古屋ＹＭＣＡ２０２０ 

インターナショナル・チャリティーラン 

１ＤＡＹチャリラン 

 と  き：１１月７日(土) 集合８：１５ 

ところ: 名城公園 

９：３０  受付開始  

１０：００～１２：００ スタート 

１２：００  閉会式・結果発表 

１２：１５  大会終了  

・当日クラブの担当は会場設営協力、 

大会記録とランニングコース周辺管理等 

・小雨決行・雨天中止(参加費は返金無し) 

・開会式１０ 月１７ 日（土） 

名古屋 ＹＭＣＡFacebook にて開催済み 

 

 

“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 

10 
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  8 名  当   月 ・ 切   手  - ニコ BOX ノート  - 

例会出席者 24 名 第  2  例  会 13 名 当   月 ・ 現   金  - 感 謝 ファンド  - 

当月出席率 171.4% そ の 他   10 名 累              計  - 累          計  - 

2020年 11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/grampus2020-2021.pdf


 

    第１例会・ネパール料理                 
 

日 時：2020年 10 月 9日（金）19：00～  

会 場：ネパール料理「サードプイス大須」    

出席者：阿部、荒川+メネ、早川+メネ、高田、坂口+

メネ、松原+メネ、坂野、吉田 

ゲスト：河部中部 EMC主査（名古屋クラブ） 

中井(名古屋 YMCA)、原+メネ 

欠席者: 三井、下村、遠藤、青木、服部、信田 

  

10月ドライバー 早川政人 

                   阿部一雄 

10月 9日、台風 14号の影響と前線の影響で、朝

から雨が降り TVでは雨と風のニュースが流れてい

ましたが、幸い雨は降りましたが風の影響は無く、 

無事に例会が始まりました。坂口会長の挨拶と乾杯

の音頭で開始しました。 
 

 
 

前にも例会をしたサイドプレイスさんです。サイ

ドプレイスさんは名古屋 YMCAの日本語学校のネパ

ールの生徒さんなどのお世話を店長さんがされてい

ます。ネパール料理の専門店ですのでスパイスが効

いた料理も多いのですが、少しは我々向きになって

いるかも知れません。久しぶりのメンバーとの食事

会で、辛さが一層の盛り上がりをしてくれました。 

メンバーのメネットも加わり、いつもの楽しい例

会になりました。新型コロナの自粛ムードは、この

様な例会で前向きになりたいものです。 

クラブメンバーも皆、変わらず 元気な顔を見て

活力を貰いました。ゲストには 9月の例会で卓話を

して頂いた原さんご夫婦も参加をし、色々な話題で

ひとときを過ごせました。  

 
原さんとメネット 

 
 

又、名古屋クラブの河部中部 EMC主査さんと遠藤

担当主事の代役で中井さんも参加してくれ 一層賑

やかな例会になり、9時半頃に閉会になりました。 
 

  第２例会・オンライン例会議事録    
 

日  時：10月 20日（火）20:00～21:30  

出席者：坂口、荒川、早川、服部、三井、坂野、 

高田、吉田、青木、下村、信田、松原、 

ゲスト：中井名古屋 YMCA（遠藤さんの代理） 

わんたんリーダー(元リーダー会長)、 

きーすリーダー (現リーダー会長) 
 

書記 下村 明子 

議事内容： 
1．報告 

1-1 ワイズ関係の動き報告 早川 

・今年度のクリスマスキャロルは中止 

合唱団として他のクリスマス合唱ができる機会を

模索中。 

・YMCA 同盟より依頼があったチャリランマスクに

ついてクラブメンバー分 14 人分を購入、他にメ

ンバー内で個別に必要枚数を購入する事を確認 

1-2 全国 YMCA、名古屋 YMCA 報告 中井 

・初代スポーツ庁長官鈴木大地氏来名、チャリティ

ーランを実地で行なうのは名古屋しかない。ラン

ナーが集まっていないので、引き続き募集中。リ

ーダーよりチャリティーラン支援の募金箱の紹介

あり。池下本館に設置。 

・クリスマスカードコンテストは海外からも応募

を募るためのクラウドファンディングなど考えて

いる。 

1-3 ブリテン投稿者確認 三井 

・YMCA たより（中井）／ワイズ関係の動き報告 

（早川）／日本語学校支援（吉田）／第二例会 

議事録（三井・下村） 

1-4 チャリティーラン支援 高田 

・鈴木大地氏(スポーツ庁初代長官)が参加予定 

グランパスからは 2チーム支援。（１チームは 

阿部さんがスポンサー） 

・クラブから一部リーダーチームの支援をする。 

・クラブとして日本語学院チーム×1チームの参加

費の支援を確認 

・ラッフルは全員分の購入を確認 



 
1-5 日本語学院支援セカンドハーベストについて     

吉田 

  ・日本語学校支援プログラムについて 

 蕎麦を食べる会 蕎麦の食べ方リーフレット 

（英語版）を作成し、11月中旬には配りたい。 

蕎麦アレルギーについては明記。 

・チャリティーラン日本語学院参加応援 

ランナーの食事代の支援も考慮に入れたい。 

1-6 柴田君を偲んで 家族への対応 服部 

 ・10 月に編集した会友柴田君追悼写真集を冊子

として製本、柴田家のご家族に贈呈予定とする

ことで服部君に依頼。 

 1-7 11月第一例会 荒川 

・11 月 7日(土)に開催される第 27回名古屋 YMCA

チャリティーランを第一例会とする 

当日現地集合は 8時 30分、サポート内容は現

地で振り分け 当日終了後、サポートする日本

語学院チームらとの昼食会を予定。 

 1-8 クリスマス例会案内と出席確認  青木  

 ・12/5 ノリタケの森キルンの状況 

 ・夜は 18：30～19：00頃から開始できる。 

貸切りだが１室 30万円（人数にかかわらず）、 

昼は貸し切り不可。 

・別会場としてルブラを早川さんから問い合わせ 

 してもらう。 

 ・当日の催しは青木さんに考えてもらう。 

 1-9 芋ほり（名古屋クラブ谷川さんより案内）  

・11/22南山農園にて 詳細がわからない。 

人数だけ集まればよいのか。詳細わかり次第早

川さんよりメール。 

1-10 坂口会長より 

・ゲストを誘いやすいよう、イベント案内は必ず

レジュメを作成してください。 

・11 月第一例会→11月 7 日(土)のチャリティー

ランとする 

・11 月第二例会→11月 13日(金)ZOOM での例会

とする 

・支援する日本語学院チームとの昼食を協議 

2．フリートーキング 

・10月第一例会時の写真を荒川君に三井まで転送

依頼 

・ロシア IBC先へのブリテン配信についてモスクワ

の Moscow Friends (Victoria) clubs が Gメール

アドレスの為、松原国際交流委員からの 7月から

10月までのブリテンを Gメールでの配信を依頼 

 

   セカンドハーベストについて    

                

吉田一誠 

＜フードバンク！＞ 

様々な理由によりまだ食べられるにもかかわらず捨

てられてしまう食品を企業、個人からの寄付により

集め、必要としている団体や個人へ提供する活動を

するセカンドハーベスト名古屋（www.2h-goya.org) 

さんはこのフードバンク活動をされている認定 NPO

法人です。ことしの夏の学童キャンプに対して、食

糧支援をお願いしたところ学童キャンプの主旨をご

理解いただき、多くのお菓子、ジュース、調味料な

どをいただくことができました。中でも、お菓子

や、ジュースは子供たちにとっては思わぬプレゼン

トとなりました。  

このご縁をきっかけに、コロナ禍の影響で経済的

に困難な状況にある、名古屋 YMCA日本語学院の留

学生への支援もお願いできないかと申請しましたと

ころ、セカンドハーベスト名古屋の山内理事長様が

日本語学院をご視察をいただき、セカンドハーベス

ト名古屋の理事会に諮っていただき、この度そのご

承認を得ることができました。   

具体的な内容はこれから決めることになります

が、この内容についての折衝、提供いただく品物を

セカンドハーベストさんから引き取り日本語学院に

運び、学生さんに配布するというプロセスをグラン

パスが担うということですすめています。 

グランパスの新しい活動の一つとして皆さんのご

理解とこれからのご協力をお願いします。 
 

 南山バザー一般参加中止について     

「名古屋 YMCA・HP より 10月 25日に開催された 

南山バザーについての事前告知の転記」 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度

の南山バザーは、内容を縮小し、南山幼稚園園内行

事として行うこととなりました。在園の方のみの参

加のため、大変申し訳ございませんが、 

卒園児、YMCA 会員の方、また一般のご参加はご遠

慮下さいますようお願い申し上げます。 

何卒、ご理解いただきますようお願い致します。 

 

     ＹＭＣＡたより          

 

南山幼稚園は 10月 1日に 2021 年度の新入園児の

募集があり、内部での希望者を含めて定員以上に応

募があり、来年度も多くの子どもたちでにぎわうこ

とになりました。ただコロナ禍であり、行事には大

きな影響があります。 

こひつじ保育室の運動会の様子 



 
運動会は密を避けるために年長年中の日と、年少

満 3 歳児クラスの 2日間に分かれて実施されまし

た。また地域の方々と共に行うバザーも園児と保護

者と先生方だけで、かなり縮小した形で実施しまし

た。同じようにこひつじ保育室の運動会は 9月 20

日(日)に１家族 1名だけの見学だけの実施、かみさ

わ保育園でも年少～年長のみの実施で密を避けるた

めに平日 10 月 15日(木)の実施となりました。 

愛知県の感染者数は減ったといえども、まだまだ

感染対策を続けなければならない状況は続いていま

す。ウエルネスは大きな行事は実施されませんでし

たが、「Join YMCA」といキャンペーンを実施し、コ

ロナで 4月.5月で募集がままならなかったので秋募

集として「友だちも誘って YMCA に来てね」というこ

とで行い、新しい会員獲得に努めました。チャリテ

ィーランは、準備が急ピッチですすめられ、11月 7

日(土)に当日走るチーム以外にリモートで参加でき

るウィークチャリティーランも実施されています。

他の YMCAでもリモートでの実施が多くあります。  

ただ日本の YMCAの中で実際にチームが集まって

行うのは名古屋 YMCA だけです。だからこそ感染症

対策をしっかり行い成功させることが大切だと痛感

しています。当日はスポーツ庁長官の鈴木大地氏も

ランナーとして走ります。本来なら多くの方に参加

していただき、多くのボランティアで行うチャリテ

ィーランですが、コロナ禍での違ったチャリティー

ランへのトライでもあります。結果はまた 11月の

ブリテンで、お知らせいたします。 

 

名古屋グランパスクラブ 

担当主事 遠藤美恵子 

   代理・中井信幸 
 

 

    今 後 の 予 定          
 

・12月  5 日(土) 第一例会・クリスマス会  

・12月 15 日(木) 第二例会・忘年会 

・12月 26 日(土) 中止キャロルタワーズライツ 
 

      そ の 他                 

 

1．今月の誕生日 

        

 

 

 
 

 
 

 

 

２．例会等出席状況 
 

No 氏 名 

10 
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/ 

20 

第
二
例
会 

・ 

Ｗ
Ｅ
Ｂ 

例
会 

 

 

 

1 青木 哲史  〇   

2 阿部 一雄 〇    

3 荒川 恭次 〇 〇   

4 遠藤恵美子  代〇   

5 坂口 功祐 〇 〇   

6 信田伊知郎  〇   

7 下村 明子  〇   

8 高田 士嗣 〇 〇   

9 服部 庄三  〇   

10 早川 政人 〇 〇   

11 坂野 清治 〇 〇   

12 松原 行謙 〇 〇   

13 三井 秀和  〇   

14 吉田 一誠 〇 〇   

 ゲスト 8 2   

 計 16 15   

 

 

3.日本語学院留学生支援物資応募依頼 

 １ マスク 材質・サイズ問わず 

  ２ 体温計 仕様・タイプ問 

 

３ 消毒用スプレー・希釈用  

・エタノール製剤(35%以上含有品)、 

・界面活性剤成分含有製品、 

・次亜塩素酸水(80ppm以上品) 

４  除菌用ウエットティッシュ 

５  使い捨て手袋(食品衛生法適合品) 

   ６ その他、留学生へ支援となるもの 

  ７ インスタント麺、缶詰、乾燥品等らと 

その他、日持ちする食品類。 

南山ＹＭＣＡ遠藤担当主事へ各自持参してください 

 

 

 

 

 

服部 庄三（ ７日）  

坂口 功祐（１６日） 

 

 



 
 

4.第 27 回チャリティーラン・チラシ 

 
 

 

 

 

5.日本 YMCA 同盟よりチャリティーラン・ナショナ

ルスポンサー様からの全国協賛ご支援金の使途と 

ファンドマスク・マスクケースについての報告 

 

2020 年 9月 2日 

日本 YMCA同盟 

国際賛助室 

今年度の YMCA インターナショナル・チャリティー

ランは例年通りに全国でチャリティーランを開催す

るのが難しく、地域によってはオンラインでの開催

などが決定しています。そうした新型コロナ禍にお

ける YMCAインターナショナル・チャリティーラン 

の効果的な実施をサポートするためにも、ナショナ

ルスポンサーである三菱商事様に全国共通のマスク

「はなれていてもつながっているマスク」（以下、

「マスク」）と「マスクケース」を参加賞として作

成、使用したい旨お伝えいたしました。 

この件について三菱商事様からは全面的なご賛同と

ご理解があり、日本 YMCA 同盟では全国共通の参加

賞として「マスク」と「マスクケース」を作成する

こととなりました。 

参加賞としての使用については以下の通りです。 

 

(1) マスクについて 

スポーツタイプ、抗菌仕様、プロスポーツ選手も使

用する高性能・高機能マスクです。 

百貨店等でも販売中。 

 

(2) マスクのカラーとデザインについて 

カラーはライトグレー、実際の色はもっと薄めで明

るい色です。男女兼用。サイズはフリーサイズです 



 

(3)  マスクケースのデザインについて 

「マスクケース」 

 

YMCAインターナショナル・チャリティーランのシ

ンボルマークをつけたデザインです。抗菌仕上げの

マスクケースとなっており、マスクを衛生的に管理

することなどへの新たな社会への提案の意味を込め

ています。裏面は感染予防とコロナなど、いじめ、

差別をなくすピンクシャツデーに連動しています。 

 

(4)  参加賞として 

「マスク」と「マスクケース」は、2020年度イン

ターナショナル・チャリティーランにお申込みがあ

った方に、参加賞などとしてお渡しください。   

各ＹＭＣＡの皆様には、日本ＹＭＣＡ同盟国際賛助

室より 9月末から 10月初旬をめどに「マスク」と

「マスクケース」をお送りいたします。 

数量は、昨年度の参加人数を参考にして、同盟から

各ＹＭＣＡにお送りいたします。 

※バーチャルランなどで、参加された方々が、この

マスクを着用（あるいはマスクケースを表出）した

画像・動画等を SNS にアップしていただくなどとし

てご活用いただければと思います。 

 

(5)  ファンドマスクとしての利用について 

「マスク」と「マスクケース」は、ＹＭＣＡインタ

ーナショナル・チャリティーランにご参加いただか

ない方々にもファンドマスクとして活用できます。

その際の募金額は、1セットあたり原価 500円（作

成費は全国協賛ご支援金より拠出、各ＹＭＣＡには

無償で配布）をご考慮の上、支援金となるように

1,000 円以上の募金額を設定、募金をしていただけ

ますようお願いいたします。収益はチャリティーラ

ンの収入としてください。 

 

(6)  ファンドマスクの希望数について 

改めて各 YMCA から、日本ＹＭＣＡ同盟国際賛助室

あてに希望数をお知らせください。こちらで調整し

て、お送りいたします。 

今年度の全国協賛ご支援金の使途は、以下のように

予定しております。 

 

【今年度、三菱商事さまから頂く 

全国協賛ご支援金の用途】 

 

新型コロナ感染の影響が大きい今年は、全国統一の

「マスク」とマスクを清潔に保つための「マスクケ

ース」を 5,000セット作成いたします。製作費の総

額 250 万円程度を全国協賛ご支援金の中から拠出い

たします。残額については、ＹＭＣＡインターナシ

ョナル・チャリティーラン開催の各ＹＭＣＡに、例

年同様昨年度の収益に応じて分配致します。 

尚、収益金については、これまでと同様に、各ＹＭ

ＣＡの収益の 70％が各ＹＭＣＡ、30％が 2021年度

全国 CCP支援金（同盟送金）となります。 

ご不明な点がおありでしたら、担当までご連絡くだ

さい。 

皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます 

 

 

 

6．その他写真集 

荒川恭次 

(1) 南山ワイズ農場 「秋の農場例会」 

 

10月 11日（日）南山クラブ第一例会に早川中部

部長のクラブ訪問に同行しました。南山農園では秋

空の下自然を満喫し、芋ほりを楽しみ芋煮とピザ窯

で焼いたピザを味わいました。 

 

 
 



 

 
 

(2)  名古屋 YMCA神沢保育園の運動会 

10月 15日（木）名古屋 YMCA神沢保育園の運動会

に、東田園長の要請で記録担当として参加しまし

た。新型コロナウィルス感染拡大防止対策の中で、

元気いっぱいのちびっ子たちから元気いっぱい貰い

ました。 

 
 

７. ＹＭＣＡキャンプ 100 記念シンポジュウム 

「〇〇×キャンプ=次の時代へ」 

 

 
 

 

・スピーチ「教育と ICT」  

Stuart Miller氏（Google for Education マーケ

ティング統括部長・アジア太平洋地域） 

 

 

・パネルディスカッション 

「これからの時代の“人が育つ体験”とは」 

・パネリスト 

 廣田康人氏 

（株式会社アシックス代表取締役社長 COO） 

岡田昭人氏 

（東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授） 

 

そのほか多くの方からのメッセージをお届けしま

す。 

 

 

【日時】2020 年 11月 7日（土） 

13時 30分～16時 

【開催】 ウェビナー（オンライン開催） 

【対象】 どなたでも参加可能（日本語のみ） 

【定員】 500 名（申し込み順） 

【費用】 無料 

【主催】 日本 YMCA 同盟 

【主管】 大阪 YMCA 

 

YMCA キャンプ 100記念シンポジウムはこちら 

YMCA キャンプ 100特集ページはこちら 

https://www.ymcajapan.org/wp-content/uploads/2020/10/2020ymcacamp100.pdf
https://www.ymcajapan.org/campaign/camp100th/

