SERVICE CLUB TO THEYMCA

GRAMPUS

Nagoya

名古屋グランパス ワイズメンズ クラブ
NAGOYA YMCA5-2 KAMIMAEZU2 NAKAKU NAGOYA 460 JAPAN
国際会長標語
ｱｼﾞｱ会長標語
西日本区理事標語
中部部長標語
クラブ会長標語

“Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need”［求めるワイズから 行動するワイズへ］
“Lead by your own Action”[行動するリーダーになろう]
“Go Forward with Love and Courage” [すすめ、愛と勇気をもって]
“Think Together Act Together” [共に考え 共に行動]
“Lets move for future of the Earth !!｢地球の未来のために行動しよう｣

2005 年

１1 月号

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
主は、わたしたちのために死なれましたが、それは、わたしたちが、目覚めていても眠っていても主とともに
生きるようになるためです。ですから、あなたがたは、現にそうしているように、励まし合い、お互いの向上に
心がけなさい。
テサロニケの信徒への手紙５章 10 節～11 節

グランパスホームページ

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

2005 年１１月例会ご案内
◎第一例会
と
き ：１１月２日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
内 容 ：卓話「タブー視された肉食」
ドライバー
松原 誠 君
講 師：伊藤信博 氏（食物史研究家）

◎第二例会
と き ：１１月１７日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
◎チャリティーラン
と き ：１１月５日（土）
ところ ：名城公園

日本の食文化の中で、肉食は常にタブー視されてきた
と一般には信じられている。しかし、現実には肉食は絶え
ず行われてきており、それは資料の中に明確に残っている。
特に、牛肉食は明治以降とも考えられている。しかし、
現実には他の肉類と同様に、古くから食料として食べら
れてきた可能性について語っていただきます。
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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＝

RIGHT”

第一例会報告
９月第一例会
開催月日 ：１０月６日（木） 1９：００～
場
所 ：名古屋ＹＭＣＡ
出席者 ：早川、坂倉、三井、松原、服部、荒川、
吉田、下村、坂口、徳田
特別参加 ：野村名古屋ＹＭＣＡ理事長

２． 韓国の交通規制は日本とは随分違います。車
はアメリカと同じ右側通行。ソウル市内はどこもか
なり込んでいます。モータリーゼーションまっ盛り状
態です。日本流に言えば、信号赤でも左折ＯＫ、し
かし信号青でも右折は殆どが禁止。そこで、下の写
真を見てください。Ｕターン禁止ではありません。Ｕ
ターンしろ！との規制です。大型バスもトラックもが
交差点で一斉にＵターンです。日本では絶対に見ら
れない光景です。見ててなんだか怖い状況です。
韓国では絶対に運転したくありません。
本例会は野村名古屋ＹＭＣＡ理事長が特別参加
されました。理事長からは名古屋ＹＭＣＡ現況の報
告とワイズメンへの期待が語られました。ＹＭＣＡ
のサポートがワイズメンのミッションであることは理
解しているが、そのＹＭＣＡがもっともっと活性化す
るために我々グランパスは何が出来るのか、そん
な問いかけが感じられた時間でした。
さて、今回は先のアジア大会についての詳細な
報告が成されました。荒川、服部、阿部各ワイズが
それぞれの思いで撮影した約３００枚の写真を用
いて時系列で解説しました。
３． 阿部兄の向こう側は公衆電話ＢＯＸ？いえ、こ
れはＣＯＥＸモールの中にある水族館の水槽です。
サンドルクラブがグランパスメンバーを案内してくれ
た中の一つです。ソウル市内にあるバカでかいモ
ールの中にバカでかい水族館がありソウル市民で
満員でした。栄の真ん中に名古屋人は水族館を作
るだろうか。韓国人の思考にはしばしばとまどうこと
があります。

その中で特に１０月ブリテンで紹介でき得なかっ
た、今の韓国の気になる部分を抜粋紹介します。
１．韓国の自動車産業もＩＢＣを締結した頃に比べ
れば雲泥の差で、今では日本車をも脅かす存在に
なり、デザインも垢抜けたものになりました。さてこ
の写真は何？。インチョン空港へ向かう途中で出
会いました。どうも新婚さんの車らしい。リボンとド
アハンドルの花飾りが何とも可愛らしい。新婚旅行
のため空港へ向かう途中かと思います。

４．寛いでいる早川会長。タバコが旨そうですが、
韓国も日本と同様嫌煙権の強いところです。だか
らタバコを吸う場所が非常に少ない。今回の大会
会場はどこも禁煙。ディナーパーティー会場も当然
のこと。タバコが吸いたくなったら建物の外の喫煙
場所まで行かねばならない。税金いっぱい収めて
いるのにこの待遇はなんだ。止めてやる。でも止め
られない。この１本が旨いのです。因みにサンドル
クラブメンバーはほぼ全員タバコを吸わなくなりま
した。付き合いにくくなりました。韓国行くなら携帯
灰皿をお忘れなく。

(1)南山バザーについて
１０月２３日、南山ＹＭＣＡ午前９：３０集合し「ゲ
ームトイレットペパー倒し」準備。多数の出席を
依頼。
(2)チャリティーランについて
ラッフル券を各自２枚以上購入する
食事は「きしめん」。麺とつゆは坂倉兄。ネギ、
カツオ、アゲ、七味、容器、は早川が用意する。
Y のスタッフが少ないので協力をする。
チームは、グランパスが２チーム、松原チーム
の参加を確認。最後の片付けまで協力する。
４．１１月第一例会について
卓話につき食事あり。参加人数の確認。進行
は松原兄に一任。
５．クリスマスキャロルについて
参加者には参加費として５００円徴収する。参
加者を募集開始。
６．その他
橋爪ワイズのメネットがコンサートをしますので
チケットの購入をお願いした。１枚３，５００円

南山ＹＭＣＡバザー
韓国は行くたびに新しい発見があり面白い。来年
の国際大会はぜひみんなで行きましょう。
荒 川

第二例会報告
開催日時 ：１０月２０日（木） １９：００～
場
所 ：名古屋ＹＭＣＡ
参加者 ：早川、坂倉、三井、阿部、松原、吉田
（正）、徳田
１．ＹM.C.A より
根ノ上祭りの 収支報告 参加人数 ６２名
収入合計 １３７，０００円
支出合計
５３，４４６円
収支差
８３，５５４円
根ノ上を愛する会へ ５００X５３ ２６，５００円
野外プログラム費 へ
５７，０５４円
２．チャリティーラン
１１月４日（金） 名古屋ＹＭＣＡに午後６：００集
合し、ラッフルの景品を詰める。南山ＹＭＣＡ午
後７：００よりトラックへ荷物の積み込みを行う。２
班に分散して実施。
１１月５日（土） 名古屋ＹＭＣＡ午前７：００集合し
荷物を搬出。
３．グランパスより

開催日時：１０月２３日（日）
場
所：南山ＹＭＣＡ
今年は名古屋ＹＭＣＡ本館の移転もあり、バザー
が出来ないと半ば諦めかけていた所に、南山ワイ
ズから南山ＹＭＣＡのバザーに出展してはとのお誘
いがあり、グランパスメンバー一同即受けることとな
りました。例年の得意のラーメン店こそ出せなかっ
たが、ラーメンだめならこれがあるさと日和田で培っ
たノウハウで、「トイレットペーパー倒し」を行いまし
た。この闘争本能を擽るゲームは子供たちには大
人気で、景品のムシキングもあっという間になくなり
ました。
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１．西日本区大会実行委員会だより

南山幼稚園を擁している環境なので、名古屋ＹＭＣ
Ａのバザーとは雰囲気が違います。子供たちが多い。
若いお母さん、お父さんが多い。入場者満杯で熱気
むんむん。非常に活気あるバザーでした。内面の若
さが心情のグランパスおじさん面々も、さすがに押さ
れ気味でしたが、負けるものかと頑張った次第です。

委員会では来年の名古屋での西日本区大会に
むけ、着々と準備を重ねていますが、ここ 2 ヶ月間 9
月 4 日の九州部会から 10 月 10 日の中西部会まで、
西日本区の全部会に広報部隊を組んでアピールに
行ってまいりました。長井実行委員長発案の「名古
屋弁講座」が好評で、「ぜったゃー、いくでよぉー！」
の掛け声もいただき、各部会とも手応え十分といっ
たところです。今回いくつかの部会を回り、それこそ
区大会並みの盛大なところから、地元 YMCA でのこ
じんまりとしたところまで、それぞれの部会が個性
があり、良い面がたくさん見えました。我々のホスト
する次の区大会も肩肘を張らず、名古屋の個性が
あり、来てくださった方々の何か印象に残る、そうい
った大会にしたいと思います。実行委員一人ひとり
皆、それにむかって準備を進めていますので、名古
屋地区のワイズメン皆さんのご支援をよろしくお願
いします。
実行委員 服部庄三（グランパス）
第１報
http://www.ys-chubu.jp/nihonku001.gif
大会ホームページ
http://www.ys-chubu.jp/west/
２．ネットＤＢＣ
みなさん頑張って書き込んでくださいょ。
http://9029.teacup.com/classy9/bbs
３．今月の誕生日

坂倉 加代子（４日）
服部 庄三（１１日）

今回のバザーは異文化に触れたようで、刺激的
であるとともに快感を覚えました。これを恒例として、
来年もぜひ南山ＹＭＣＡでバザーを行いたいと思い
ました。

４．ジャガイモファンド
十勝からのジャガイモはもうみなさんのお手元
に渡ったことと思います。どのようにして食され
ましか。私は、肉ジャガ、カレー、シチューで美
味しくいただきました。親戚、近所にも配りまし
たが、まだ残っています。これも楽しみです。

今後のプログラムご案内

期日：2005年12月3日（土）受付１３：３０ 開始１４：００～１６：３０
会場：名古屋中央教会（中区栄）
第1部 クリスマス礼拝
第2部 クリスマス祝会
会費（予定）幼児・小学生 1500円
中学生以上 3500円
詳細・申し込み用紙は E-MAIL で近日にご案内します。お友達や将来のワイズ候補者
へお誘い下さい。
担当佐藤・吉田正

期日：2006年7日（土）～8日（日）１泊２日※前泊可
会場：長野県大町爺ｹ岳マルハンロッジ
定員：２０名
費用（１泊２日）幼児（４～５歳）３０００円 小学生以上７７００円
詳細・申し込み書はE-MAILで近日中にご案内いたします。部屋数が決まっていますの
で締め切りは１１月第２例会までとします。
担当吉田正

