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Enthusiasm Makes The Difference 「やる気が鍵だ」
Build a Better World For The Next Millennium「より良い世界を次の世代に」
A New Creation For The 21ST Century「２１世紀に向かって新しい創造を」
「地域と共に、広げようＹ・Ｙの輪」
「ともに情熱を持って 自分を磨こう」

１月号

2000 年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――――――――――――――――
「イエスは町や村を残らず回って、会堂で教え、御国の福音を宣べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また、群衆が
飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て、深く憐れまれた」
マタイによる福音書第９章：35 節−36 節

６ワイズ合同例会の出欠席の連絡は早めに担当宛お願いします

２０００年１月例会ご案内
◎第一例会
と
き ：1 月１１日（火）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
ドライバー：井川

◎６ワイズ合同例会
と
き ：1 月２１日（金）
ところ ：毎日ビル９Ｆ 国際サロン
担 当 ：馬場（１５日までに連絡の事）
卓 話 ：「アロマセラピー」
会 費 ：５，０００円

「オークション＆メンバースピーチ」
19:00〜19:15 諸連絡
19:15〜20:00 メンバースピーチ
小笠原、阿部、坂口
20:00〜21:00 オークション
たくさんの（価値ある）提供品をよろ
しくお願いします。

◎２月第一例会
と
き ：２月６日（日）
ところ ：ささゆりクリーンパーク
担 当 ：高田
詳細は４頁を参照下さい
◎２月第二例会
と
き ：２月２２日（火）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
「総会＆メンバースピーチ」
◎ファミリースキー
と
き ：１月８，９日（土・日）
ところ ：爺ケ岳スキー場
結果は２月号で報告します

◎第二例会
と き ：１月２５日（火）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
19:00〜19:30
19:30〜20:30
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クラブファンド（12 月）
ニコ BOX ノート
感 謝 ファンド
累
計

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”

あなたの２０００年は？

２０００年紀へ向けて年頭所感
馬場寅太郎
新年明けましておめでとうございます。とりわけ
世紀の変わり目に会長をやらさせていただいて日々
充実の毎日です。残りの半年間もさらにパワーアッ
プして行きたいと思っています。今期も半年が経過
し私なりに感じたグランパスワイズの課題について
考えてみました。
ＥＭＣについて、ＮＨＫスペシャルのイスラム潮
流を見ていて感じました。我々メンバー自身も何か
を求め、他で足りないものを求めて集まってきてい
るのではないのかと。ターゲットは平均的な人々だ
と思います、充足感のない日々を過ごしている人た
ちはたくさんいるはずです。
ワイズの活動は誤解されやすいので自然体で待つ
しかないでしょう。費用を最小限にしてあらゆる人
が参加しやすいようにして、新聞等の広報欄(無料の
ものに限る)に行事への参加呼びかけをする必要が
あります。
グランパスも８年目ですから、もうそろそろ半年
ぐらい前から行事予定を作れるようにしたいと思い
ませんか。突然例会に呼んでわけがわからないもの
を見せられ拒否反応を覚えさせる(初めての人はそ
うだと思います)よりも、行事予定表を見せたほうが
効果的だと思います。年度替りの７月からはじめて
いては毎年同じ結果になりますので、２月の総会で
新役員が決まったら早々にプログラム作成に着手す
べきでしょう。世の中にはきっと我々みたいな奇特
な人たちがたくさんいるはずです、そうした人たち
に広く呼びかけたいと思います。
ＩＢＣトライアングルについて、何のために提携
しているのか見えてこないと言うのが正直な考えで
す。なぜだろうか、費用がかかりすぎてまたはかか
るような気がしてなかなか活発な活動ができないの
ではないのだろうか。今後の交流は会費制にして気
軽に参加できる体験プログラム(例会を当てる)にし
てはどうだろうか。ＩＢＣトライアングルの常識と
して通用するのかどうかわからないので皆で話し合
いたいし教えてほしい。
ＹＭＣＡとのかかわりについて、バザーが文化祭
でチャリティランが体育祭でもいいと思う。グラン
パスの野外活動はスキー、根ノ上祭り、ヨットと数
え上げたらきりがありません。ようやくＹＭＣＡ若
手との話し合いの場がもたれ始めました。ブリテン
に案内板や交換日記みたいな欄がもてればいいなと
思います。
かってなことばかり述べましたがこんなことを考
えながら２０００年を迎えすごして行きたいと思い
ます。今年１年を思いでぶかいものにしていくため
にがんばりましょう。

新春特集として、年頭にあたりメンバー各位の西暦
２０００年に向けての抱負・願望をＥメールまたは電話イ
ンタビューで一言・二言・十言語ってもらいました。あな
たの西暦２０００年はどんな年になるのでしょうか……。
尚、メンバー各位は年末始の超繁忙期のため一部連
絡が取れず、全員の意見が取りまとめられなかったこと
を初めにお詫びしておきます。
阿部 ： やらなければいけないことは「すぐやる」を決意
します。それにはまず自分の改革を手始めに仕事上の
改革も行いたい。
荒川： 1951 年に生を受け半世紀を 1900 年代に消
費。2000 年代をどう生きるか。一歩 一 歩かき分け
て前進あるのみ。少し廻りが見えにくい状況なので、
グランパスという高台から自分の位置を確認したい。
しかし今年もブリテン制作でしか貢献できないかも。
今年こそはブリテンのインターネット配信がしたいので
みなさんメールＩＤを早く取得して下さい。
井川 ： 子供も大事な時期に来ているので今年は家庭
中心の年としたい。家庭をたいせつに。
池野 ： ２１世紀への飛躍のため一歩前進二歩後退。
小笠原： 余裕を持った生活をしたい。１日４８時間制
になるといいな。
亀谷 ： 今年は年男だ。名は体を表す。もうこんな歳な
のだ。今年こそはライカを手に入れるぞ。グランパスメン
バ―を増やすぞ。
加藤 ： 明るく・元気に・前向きに！
木野村： 今年は４０歳になる。これを転機にさらに大き
く前進したい。グランパスには陰ながらサポ―トします。
今年も出席率悪そう。
佐藤 ： これ以上便利にならなくていい。人間の原点
の質素な生活に戻ろうよ。Ｙ２Ｋでコンピュ―ターが壊れ
なかったのが残念。今年もヤツに使われるのか。
坂口 ： ヤセます。血圧下げます。健康になります。
妻のため、家族のため、グランパスのため、ＹＭＣＡのた
め長生きしなくっちゃ。
坂倉 ： こんな世の中もういやだ。景気が回復し、楽し
い話題いっぱいで、世の中よくなるといいな。
里

： 例会は必ず出席して、もとを取るぞ。

高田 ： サカナを愛して自然と対話する。釣りまくろう
う。楽しく生きようぜ。

南里 ： 子供から多くのことを学びます。何事にも興味
をもって一つのことに関わって行きたい。親として謙虚
でありたい。
服部 ： 2000 年の抱負
６月まで中部書記としてがんばります。
グランパスもチャーター８年になり、昨今第一次倦
怠期に入ったように思われる。
メンバー全員で初心に帰り、１人ひとりが自分にと
ってワイズとは何なのか、問い直す時が来ていると
思う。クラブとしても日本区大会ホスト以後目標を
失っているような気がする。自分達がクラブを通し
て何がしたいのかを明確にし、今なにか惰性で行っ
ているような感のあるクラブ活動のひとつひとつを
メンバー全員でこのままでよいのか検証し、そして
１人ひとりが自分自身の活動であることを自覚する
必要があると痛切に感じている。２０００年を迎え
グランパスを愛するひとりとして一言でした。
早川 ： 太り気味の体を少しスリムにして、全てのことに
「よっこらしょ」と言わないようにします。甘いものを食べ
ながら考えました。
藤田 ： 今年は例会出席率をせめて５０％にしたい。個
人的には始めたばかりのテニスが上達したいです。
松原 ： 年末の大忙しで夫婦共々疲れ果て、何にも
出てこないけど、今年も頑張るぞ。
三井 ： 正月三が日は例年のごとく家族 6 人一人も
かけず穏やかに迎えられた。
昨日の酒のけだるさを引きずってコタツに入り
この世の極楽と決め込んでうとうととしていたら、
今年は自分が幾つになるのかとふと思った。
一昔前までは 40 半ばを過ぎれば初老といわれて
当然の歳になってしまっている自分にふと不安があ
ることが最近気がついてわけわからずあせり始めて
いるこの頃である。
美人でよくできた妻、素直で健康に育ちそれぞれ
の進む道を歩んでいるかわいい子供たち、金はない
が何ら不足のない今の生活にどっぷりつかり自分自
身のなすべき先を見据えなていない自分に遅まきな
がら気がついた次第である。
人に言わせればそれ以上の幸せになにが必要か
と。そうではなく、それは私の家族全体のことであ
り問題としているのは私の人生半ばを折り返した残
りの自分自身のことである。
天命は決まっておりそれに対し何ら不安も無く
そのことは素直に納得し受け入れるがその間に何を
考え、また何を自分のためにすべきなのかがよくわ
からない。
家族のためには一所懸命働きやさしい妻、かわい
い子供たちを守っていくのは当然であるが夫ではな
く父親でもなく自分自身のことについてこれから真
剣に考えていこうと思っている。
今年は私自身を探す年としたいと思う。

吉田（正）： ミレニアムとともに５０歳に突入！。ついこの
間４０歳になり体力が落ちたと実感したばかり、今度は
何を感じるのだろうか大いに不安。こんな私ですがそろ
そろ人生を別な角度から送るのも良いかなと感じていま
す。後１０年の就労生活を組織や団体に縛られず、最
低限の経済収入の中もう一度自分を見つめ直して行き
たいと思います。期待・不安・実践……
吉田（一）：2000 年いつまで……
19４2 年生まれの小生にとって、2000 年はあと何
年生きているのだろうと考えるカウントダウンの始
まる年にも思えます。
直近の 10 年間を考えて見ますと、バブルの崩壊
直後なんとなくもやもやした感じの 1990 年始め、
仕事にも何か物足りなさを感じていた時期に思いが
けず遭遇したグランパスワイズメンズクラブのチャ
ーターと言うチャンスは今にして思えば私にとって
天の助けとも言うべき出来事でありました。
1992 年ワイズ日本区で最も平均年齢の若いクラ
ブとして誕生したグランパスクラブは 5 年後には統
一日本区としては最後の日本区大会のホストクラブ
としての役目を果たし世界にその名を轟かしました。
同じ時期に私も最後の日本区理事という大任を仰せ
つかり何とかそれを果たすことが出来ましたのもグ
ランパスクラブ有らばこそ、心よりクラブの皆さん
に改めて感謝申し上げる次第です。
ワイズの活動に集中した 90 年代の前半でしたが、
その結果は仕事にも大きな活力を与えられたのでは
ないかと思います。仕事上でもこの間、バブル崩壊
後、既存産業が停滞、変化の必要性を口先でいうば
かりで誰もが将来像を描けなかった中、かくあるべ
しと当時としては大胆な提案が出来たのもワイズ活
動の中でえた活力の賜物であったものと思います。
ここ数年はワイズの活動にはあまりお役に立てず
申し訳ありませんが、仕事上での提案が実行段階に
移りこれが軌道に乗るまで英国滞在となり現在にい
たっています。
2000 年にはこの仕事にも目途がつくものと思い
ますので、私にとっては大変重要な年になりそうで
す。
日本に帰るか、そのままもう少しとどまって仕事
を続けるか、新しい仕事を探すか、停年も間じかに
せまり生活の基盤の再整備と進路の決定が第一のテ
ーマです。
仕事についてはもう十分と言うのが正直なとこ
ろですので本当はもっと違ったこともしてみたいの
ですが、今ひとつ決定的な材料がありません。残さ
れた人生の少ない時間の中ですべきことを決めるの
が第二のテーマです。
2000 年。私の人生の終局に向かってカウントダウ
ンの始まりです、誰にも最後のカウントは判りませ
ん 1 年後なのか 10 年後なのか来るべき運命のとき
に備えて心の準備をすることが第三のテーマでしょ
うか。本年もよろしくお願いします。

１９９９年忘年会
あなたは眠れましたか！
今年の忘年会は、いつもの年とはちょっと違う趣
向で一泊にて犬山の「サンパーク犬山」で開催され
ました。夕方５時にはクリスマス会で披露する「イ
エスの劇」の練習をする予定でありましたが、集ま
りのよいグランパスメンバーのおかげで出演者が集
まらず、あえなく翌朝に延期になってしまいました。
馬場会長ごめんなさい。忘年会の前には温泉にも入
ることができ、いざ本番の忘年会の始まりです。馬
場会長のおかげで飲み放題と聞き、一同一安心。遅
れていたメンバーも食事の時間には全員揃い、忘年
会の会場で我々は一番最初から食べ始めて一番最後
まで食べていました。地元犬山の人にも後で聞きま
したが、サンパーク犬山は料理の数が多くて、地元
でも会合等でよく使う場所だそうです。２次会もい
つものように夜遅くまで飲み続け、皆の親交を深め
てお開きとなりました。と、ここまでは良かったの
ですが、同じ部屋に泊まったメンバーの中にイビキ
と歯ぎしりのヒドイ人達がいて、一晩中眠れません
でした。また一緒の部屋には泊まれない友人が増え
ました。今回の企画担当の馬場会長、宿を手配して
くれた早川兄等々、お疲れさまでした。皆さんとの
信頼関係がより強まって、２０００年がグランパス
にとって、より飛躍の年でありますように！。
阿部一雄

ファミリー・クリスマス会
於

レストラン「三銃士」
服部庄三
我が家のクリスマス会への準備は、今回初めて出
演するバンドの 10 月はじめの打ち合わせからスタ
ート。そこで娘がボーカルデビュー（？）すること
になりました。彼女なりに選曲、練習とがんばって
くれました。ＧＳ、ビートルズ世代のおじさんバン
ドのおしりをたたいて、新しい曲(グレイの今年のヒ
ット曲)、子供の楽しめる曲（おどるポンポコリン、
となりのトトロ）などを入れてもらいました。バン
ドのみなさん、お世話になりました。
さて、息子の恒例のマジック。今回はメンバー２人
から４人にふえての登場でした。準備不足など反省
する課題が残ったようです。次回はあっとおどろく
マジックショーを待ってます。
１２月１９日（日）クリスマス会―――この日の
演奏のために、どれほど練習した事か……
スタジオで２週間に１回。その他打ち合せ等で１回
に３〜４時間詰め込みでやっていた計算になる。ず
いぶんと練習したんだなあ……（ーｏー）
ただ、本番の事を今、振り返ると問題点が幾つも見
えてくる。
スポットライトのせいで楽譜が見えなかったり……
スピーカーの配置が悪かったせいか、音のバランス
が悪いし……ｅｔｃ（＞ｏ＜）

ただ、もうちょっとお客さんにのってもらいたかっ
たなあ……（＾＾；
あ、料理とかは美味しかったよ。劇もある意味楽し
かったし。
手品……については後で相方に書いてもらうとして。
まあ、バンドの事はともかく楽しかったから、結果
オーライでよかったかな。
（ｂｙ 服部コメットＮｏ．２）
毎年恒例となってしまったこの企画、今年のは如
何であっただろうか、恐らく目も当てられなかった
結果であったに相違ないと思われる。ン？ナニ？目
も当てていない。ハッハッハ、コイツは大笑いだ、
ワッハッハッハ……
さて、ここで南山男子奇術部元部長である我輩が
自作解説を付記しておこう。これによって見逃した
人もそれなりの雰囲気が味わえると言う寸法だ、フ
フン。
１、バナナをむくと中身が任意に引いたトランプの
数だけ切れて登場する。
２、紐と環が不思議に繋がったり、又離れたりする。
３、服の袖に紐を通すが、気合一発、一瞬に離れて
しまう。
４、お馴染み、いくつかの環が次々と繋がったり、
離れたりする。
５、何の変哲も無い一枚の紙片を細かく破るがす
ぐに復元してしまう。その後紙を水に浸し扇ぐ
と紙吹雪となる。
（ｂｙ 服部コメットＮｏ．１）
※編集者 ： ほんとは可憐なボーカルといかつい
ベース奏者の写真を掲載する予定でしたが紙面
の都合でできませんでした。服部さんゴメンナサイ

２月第一例会詳細
「グラス工房見学体験」
開催日時：２０００年２月６日（日）
集合１２時３０分
開始１３：００時 終了１５：００時
開催場所：ささゆりクリーンパーク
わくわく体験館
岐阜県可児市塩河１０７１番地の４
℡ 0574-65-1515
現地で弁当食べられる方は持参の上早めに来て下
さい。１０時から入れます。入浴もできます。
費用：

吹きガラス
とんぼ玉作り
ステンドグラス

３，５００円
２，５００円
２，５００円

申し込み：準備の都合上出欠席を１月１５日まで
に高田宛連絡願います。
お知り合いお誘いの上多数参加願います。

