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Equipped For a Purpose 「常に備えあれ、目的に向かって」
The New Millennium, The New Y's Men 「ニューミレニアム、ニューワイズメン」
「イノベーション（革新）−理想のワイズを求めて」
「ワイズは自然体で新世紀へ」
「ワイズを楽しもう！」

200１年

４月号

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
あなたは、知らないのか、聞いたことはないのか。主は、とことえにいます神 地の果てに及ぶすべてのものの造
り主。倦むことなく、疲れることなく、その英知は究めがたい。
イザヤ書４０−２８節

例会出欠・遅刻の連絡は「ご出欠連絡書」によりお願いします

２００１年４月例会ご案内
◎第一例会
と

◎第二例会

き ：４月１４日（土）

ところ

：浜岡イチゴパーク・大井川温泉

と き
ところ
時 間

：４月２４日（火）
：名古屋ＹＭＣＡ
：PM７：００〜

（静岡県御前崎あたり）

時

間

テーマ

：ＡＭ８：００ＹＭＣＡ集合
：イチゴ狩りと温泉

ドライバー ：松原 誠
みなさんのご要望により、イチゴ狩り
と温泉を楽しむツアーを企画しました。
詳細は３頁をご参照下さい。

◎タケノコパーティー
と き ：５月５日(土)
ところ ：例によって三井邸
飲み物、食べ物は各自持参の上、
１０時集合 雨天決行とします
◎一泊例会予告
と き ：７月１４日(土)〜１５日(日)
ところ ：詳細は別途お知らせします
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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＝

3 月第一例会報告
−私が見たお医者さん−
早川兄が熱く語ってくれ
た現在の医療技術につい
てまとめてみました。私
達の知らなかったことが
随分あって参考になりま
した。以下報告します。

現在の医療技術は加速度的に進んでいます。
我々がまず病院にかかかると、まずは先生から選
択する必要があります。内科であれば自分の症状
を把握しましょう。内科はかなり多くの科に分か
れます。ホームドクターの専門が何かわかってい
る場合はいいのですが、これがなかなかわかりま
せん。この場合は調剤薬局で薬を出すケースが多
くなっていますので、ここで聞けば解ると思いま
す。
内科は大まかには、循環器系、消化器系、内分
泌基礎代謝系、血液系、呼吸器系、神経系に分か
れます。だから自分の病気が消化器系なのに呼吸
器系を専門とする先生に診てもらっても的外れ。
自分の症状がなかなか改善出来ない場合は、別の
医療機関へ行くこともお薦めします。また、内科
の診察と外科の診察では見方が違いますから、内
科ばかりではなく外科にも診察が必要な場合が
あります。
※早川兄はどこの先生がどんな専門なのかよく
ご存じなので、もしもの場合は相談されると
よいと思います。

この他、技術および
器具の進歩として、
手 術 用 の 自動 縫 合
器 等 い ろ いろ な 最
新器具の紹介また、
現 在 の 外 科手 術 と
し て 内 視 鏡に よ る
肩・膝の手
術、レーザーによる白内障・視力矯正手術を紹介
され、最後にビデオ「大人のアトピー性皮膚炎」
を鑑賞し、アトピーの防止（部屋の整理整頓、布
団はよく干す、石鹸は使いすぎない）アトピーに
なった場合の処置方法（ステロイド剤、亜鉛化軟

9690

RIGHT”

膏、抗ヒスタミン剤）について非常に参考となっ
た卓話でした。早川兄からのキーワードは「自分
に合った先生をみつけるのが一番大切です。
」で
した。
荒川

フィリピンワーク壮行会
２月２７日（火）に第
２３回フィリピンワー
クキャンプ壮行会が行
われました。当日は、
グランパスグラブの第
２例会日でしたが、ク
ラブとしてもワークキ
ャンプを全面的に応援していますので阿部会長
以下多くのメンバーが出席しキャンパーを激励
しました。また壮行会には、魚々美特製オードブ
ルを提供させていただきました。
今年のフィリピンワークキャンプは、初めて女
性の団長として名古屋ＹＭＣＡ職員の東田美保
さんを中心に伊藤由紀さん、加地努くん、加藤志
野さん、紙屋佐代子さん、四ノ宮愛子さん、守屋
摩美さん、山下真由子さん、山田周作くんの９名
が参加されました。
昨年に参加された方もおり、今の若者にもたい
へん影響力のあるキャンプであることを再認識
しました。期間は２月２８日より３月１４日まで
の２週間と昨年より短くなり、キャンプ地はルソ
ン島サンフェルナンド市シブアン・オトング村へ
主に井戸掘りのワークを中心に現地の方と交流
を深めてくるえて予定です。
このフィリピンワークキャンプは、わがクラブ
にも３名の参加経験者おり、名古屋ＹＭＣＡで２
５年間も継続している国際プログラムで他のＹ
ＭＣＡにも類の無いものです。このプログラムを
次の世代の青年に継続できるようわがクラブで
できるだけのバックアップをお願いしたいと思
います。
坂口

ファミリースキーin 山田牧場

夕食はスキヤキ

日の出をバックに

早朝のゲレンデ

レーサー達

元気なオジサン

朝の挨拶と自己紹介の
後、一路ニュー笠岳ロッ
ジへ出発。（この車の合
計年齢ﾅ･ﾅ･ﾅント２１０
歳）途中、姨捨 SA の休
憩所で上田市方向の山
影から昇る朝日に感動。
心が洗われる思いです。
（加藤兄は、カメラをセッ
トし、シャッターチャンス
を狙っていました。出来
映えはわかりません？）
無事、７：３０頃山田牧
場スキー場に到着。雲
一つない真っ青な空、そ
して眩しい太陽の光り
最高のスキー日和でリ
フトが動き出すのを待ち
きれず、加藤兄はカメ
ラを担いでゲレンデを一
人旅！リフトが動き出
し、６０歳以上しか使え
ないシルバー券を、チケ
ット売り場で穏か、かつ
紳士的そして平和的交
渉で購入、スキーの開
始です。ところがこのシ
ルバーエイジ、席を譲る
ことは有っても譲られる
ことが無いくらい元気元
気！！午前中休憩なし
ノンスットプ、スピードオ
ーバー……(元さん、植
田さん荒川さんもう少し
でイイからオトナになり
ましょう）。

夕方露天風呂で一日
の疲れを癒し、おいしい
夕食と、おいしいお酒を
頂き、幸せ一杯でした。
二日目少し曇り空、今
日は自己申告ポールレ
ースとタイヤチューブ滑
りレースが行なわれまし
た。グランパスは、坂倉
兄と遠慮深い私以外、
レース参加者全員商品
を獲得、それもお情けで
無く、坂倉大輝君は
堂々の一位入賞。

賞品いっぱいゲット！

坂倉ファミリーは、オ
ヤジ以外全員。しかも
二個以上獲 得（ハイエ
ナいや失礼非常に運の
お強い、ラッキーファミリ
ーです。）
彼方には北アルプス連峰

今年は、お天気にも恵まれ久々に白馬山脈全景
も堪能でき、元さんの知らなかった一面も発見でき
楽しいスキーツアーでした。最後に全線運転してく
ださった荒川兄に感謝します。
高田

右端はお世話になったニュー笠岳のオヤジさん

４月第一例会のご案内
開催日 ４月１４日（土）
ところ
浜岡イチゴパーク・大井川温泉（静岡
県御前崎あたり）
バスをチャーターして行きます。
参加費用 大人 5,000 円（20 名参加 の場合）
子供
実費

行

程

連絡先

８：００
ＹＭＣＡ集合
１１：００ 浜岡イチゴパー
ク・昼食
１３：００ 出発
１４：００ 大井川温泉
１５：００ 出発
１８：００ ＹＭＣＡ着 解散
松原

誠

自宅 052-736-0580
携帯 090-3553-1212
会社 052-736-0615
FAX 052-736-0616

メーリングリスト
”ＶＩＶＡ−Ｙ ｓＭＥＮ

より

服部庄三
ワイズメンのインターネットによる意見交換
の場「ＶＩＶＡ−Ｙ ｓＭＥＮ」にこんな発信が
ありました。何かこころの熱くなる気がしました
ので、御本人の承諾を得て、皆さんにご紹介しま
す。

ＹにはスタッフもＹリーダーもない、
・・・
「無い
物ばかり」が有るこのクラブでありながら、なん
とも ワイズリーに 、スタッフレス YMCA を毎日
運営し、地域に「生きがい」を掘り起こし中高年
ボランティアを毎年数十人送り出し、地域大学の
留学生との学生交流キャンプを続け、バングラデ
シュのマラリア診療所を支える学生隊を支援し、
不登校の子供と親の会を開き、一つのダウン症障
害者事業所の応援、かと思うと、災害緊急救援募
金にＹの旗を担いで街頭に飛び出すなどを、笑顔
でやって退けるワイズメンズクラブの活動に、
何かを 感じ取っての決断ではなかったかと思
います。

そんな激務の会長職を引受けるには、群は小さ
くても 支え合うシステムを持って活きるクラ
ブ を実現したいという熱い「希望」に押し出さ
れたのではないかと思うのです。もしそうなら、
ワイズメンが２１世紀に活きる「価値と生きが
い」を３０才の青年が与えてくれたと、若き加藤
さんの立候補と共に、貴く有り難いと心から感謝
のエールを送ります。Viva Y'smen！
２００１年１月１５日
東京コスモスクラブ 権藤 徳彦

「クラブの会長になること」について
何も保証されない群の中から、みんなのために、
何であれ 自ら手を挙げて
立つ決断をする人
は敬服に値します。そのような人がいる限り、そ
の群はまず安心です。その決断を支える「希望」
のマグマがあるからです。
「活火山」だから
です。
この時期、各クラブの数だけその決断へのドラ
マが、次期会長を推し出していることと思います。
我がクラブも例外ではありませでした。
２日前、我がクラブでは最年少３０才の次期会
長候補が決断しました。彼は市議会議員で、６月
に参院選挙、８月に結婚が控えていますし、明け
て２月には彼自身の市議会選挙を戦わなければ
なりません。今年設立５周年を迎える我がクラブ
は記念事業にＩＢＣの締結と新クラブ設立への
動きもあります。来年１月には在京ワイズ新年会
のホスト役もあります。彼自身の現実は向う１年、
例会出席すら半分を確保できるかどうかさえ不
確かです。しかし、彼は次期会長立候補を決断し
ました。
彼は、現会長がこの半年、自分の家が全焼し、
その後脳梗塞で倒れての入院(回復)を乗り越え
て会長職を遂行している姿に、また時間もない、
人手もない、金もない、例会会場もない、支える

春本番ですよ
春は探しにいく
までもなく一気
に押し寄せて来
ました。

…ドブ川の辺
にも

…排気ガス溢
れる街中にも

…空気爽やか
な田園地帯に
も

…そして、
我が家の前の
道ばたにも
既に春が来て
いました。
みなさんお花見で飲み過ぎないように…

