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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｣

2006 年

５月号

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人が私につながっており、私もその人につながってい
れば、その人は豊かに実を結ぶ。わたしを離れては、あなたがたは何もできないからである。
ヨハネによる福音書 １５章５節

グランパスホームページ

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

200６年５月例会ご案内
◎第二例会
と き ：５月１８日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～

◎第一例会
と き ：５月３日（水）
ところ ：三 井 宅
時 間 ：１０：００～
内 容 ：たけのこ狩り
ドライバー：三井君
例年どおり昼食・飲み物は各自持ち寄りにてお
願いします。今のところ天候は良好です。好きな
だけタケノコ掘って、美味しいもの食べて、ワイ
ワイ楽しみましょう。
＊ご出欠は三井さんまで連絡ください。
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◎リーダー研修会訪問
と き ：５月４日（木）
ところ ：南山ＹＭＣＡ
時 間 ：１５時現地集合
◎大会実行委員会（随時）
西日本区大会まであとわずかです。
グランパスの準備は万全ですか。メンバ
ー一致協力して臨みましょう
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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
日 時：4 月 6 日（木）午後 7 時～
会 場：エースレーン＆焼肉大香園
出席者：荒川、坂倉、服部、服部メネット、早川、
坂野、三井、吉田正、徳田、佐藤、しじみ

名古屋 YMCA の リーダーとの交流会の下見を
ボーリング＆焼肉セットで企画しました。午後７：15
分より、名古屋エースレーンで始まりました。
なかなかレトロなボーリング場で、４０年前毎日
のように通ったのを思い出します。年のせいです
２ゲームがイッパイ！イツパイ！でこんなはずでは
と思いますが年です。ファンドを罰ゲームを提案し
ましたが提案者が最下位・・・・・。残念！
第２会場へ席を変え、大香園で焼肉を賞味しま
した。最高にお腹がへってすぐにお皿がからになり
次のお皿が待ちど惜しいぐらい・・・。よく飲み、よく
食べ、大変楽しい下見でした。下見ばかりしては駄
目なので、次のプログラムを計画します。ゲストの
服部メネット・しじみ元リーダーご苦労様でした。
早川

今回の例会は、先月の第２例会で話し合われ
た『グランパスクラブとして、名古屋ＹＭＣＡ
や明日のＹＭＣＡを支える若いリーダーと協働
していくために、今何をすべきか？何をしてい
くべきか？』という崇高な目的の達成のための
第１歩として、白熱？した議論の結果『リーダ

ー対ワイズ大ボーリング大会』または『リーダ
ー＆ワイズ仲良しボーリング大会』の開催準備
のための下見の『ボーリング＆焼肉＆飲み放題』
というプログラムとなりました。

前置きが長くなりましたが、当日は直前に元ＹＭ
ＣＡの職員だった堀しじみちゃんが参加してくれるこ
とになり、久しぶりに楽しみな例会（個人的に）とな
りました。
ボーリング場に私が予約をしていたこともあり、
集合時間３０分前にボーリング場へ行くと三井さん
がロビーでビール？酎ハイ？を飲みながら、すでに
待っていたのに驚きつつ、みなさんの到着を待ちま
した。いつもの例会場所と違い、メンバーが時間ど
おり集まるか心配でしたが、なぜかほぼ予定どおり
集まり例会のスタートとなりました。
ボーリングを始める前に早川会長よりスコアに
よる罰金制度の説明があり、『僕には関係ないよ』
と思いつつボーリングを始めましたが、ボールがな
かなか僕のいうことをきいてくれず、よそのレーンか
らはストライクの拍手や歓声が聞こえてき気になっ
たり、あれよあれよという間にゲーム終了。こんな
はずでは………。１ゲーム目で調子のよかったメン
バーの体力の衰えを祈りながら、第２ゲームへ突
入です。
焼肉屋での結果発表は、結局グランパスでは若
手の坂野メンが優勝、以外でしたが学生時代に長
髪で紫のフォルクスワーゲンに乗り、ギター集めが
趣味のメンバーが上位に食い込みました（当日参
加の奥様の影のパワーかな？）。スコアー表は破
棄しようとしましたが、荒川メンが証拠として持ち帰
りました。
会社の新入社員歓迎会で遅れて焼肉屋に来た
坂口さんご苦労様でした。
しじみちゃん、またグランパスの例会へのご参加
をお待ちしております。
楽しい例会となりましたが、この下見を有益なもの
にするのは、今この報告書を読んでいる
あ
な
た
で
す
よ
！
！
坂倉 洋

○ボーリング大会 歴史に残るスコア
----------------------------------順位 氏名 ２回目 １回目 平均スコア
----------------------------------１位 坂野 １４９ １３８ １４３．５
２位 服部 １７６ １０２ １３９．０
３位 吉田 １４４ １２６ １３５．０
４位 佐藤 １２５ １１８ １２１．５
５位 荒川 １４６
９２ １１９．０
６位 三井 １１２ １１０ １１１．０
７位 徳田 １１２ １０６ １０９．０
８位 しじみ １３５
８１ １０８．０
９位 坂倉 １０８
９５ １０１．５
10 位 早川 １０３
９６
９９．５
---------------------------------------

る。
３． リーダー研修会訪問について
５月４日（木）～５日（金）日和田キャンプ場に
て、研修中のリーダーを訪問し親睦を図る。リ
ーダー会を支援することにより将来のワイズメ
ンを発掘することを目的とする。
集合時間は４日（木）午後３時頃現地集合と
する。食材の調達は坂口君とし、予算は３万円
程度とする。なお、現地は５月と言えども夜間
は寒いので防寒対策を忘れぬこと。参加予定
者：早川、三井、吉田、坂倉、坂口、松原
４． ＹＭＣＡより
会員総会の開催についてお知らせがあった。
開催月日：５月３０日（火）１８時３０分より、名
古屋ＹＭＣＡ会議室にて。
５． その他
(１) 一泊例会について
開催は７月８日（土）～９日（日）とする。場
所については別途検討とするが、時期も迫っ
ており早急に予約する必要がある。
以 上

第 一 回 準 備 役 員 会

第二例会報告
開催月日：２００６年４月２０日（木）
場
所：名古屋ＹＭＣＡ
出席者 ：早川、荒川、徳田、服部、坂倉、三井、
吉田（正）、松原
議
事
１． 西日本区大会について
(１) グランパスの登録状況は現在１６名である。
全体の登録状況は伸びがイマイチのため、知
り合いのワイズへのアピール要請があった。
(２) 大会当日のグランパスの役割はクローク担
当となったので、方法・アルバイト採用につい
て検討したい。
(３) 大会当日着用のポロシャツについて、まだ
購入していないメンバーのサイズ確認をおこ
なった。
２． たけのこ狩プログラムラムについて
開催日時は、５月３日（水）１０時頃より三井
邸にて。例年とおり各自昼食は持ち寄りによ

１月の次期主査・会長研修会に引き続き、現職
の第三回役員会と並行して次期西日本区役員によ
る準備役員会が、４月８日（土）９日（日）の両日、ホ
テルクライトン大阪にて開催されました。これまで密
室的感覚であった（と自分で思っていた）日本区の
中に身を置くことにより、その状況をグランパスメン
バーに公開しようと思います。
西日本区の役員会は、理事事務局（理事・書記・
会計・事務局）、７人の事業主任、９人の部長、２人
の監事、同盟連絡主事で構成されます。今回は１０
の議案について審議されました。議論の基本は西

日本区定款であり、これを十分に理解することが
要求されます。私は今回第１０号議案として「ワイ
ズニュースの発行について」を提案し、主旨説明を
ご理解いただき承認されました。初仕事です。やは
りクラブ仲間と気楽に議論とはいかず、緊張感いっ
ぱいの雰囲気でした。議事録はホームページ上で
公開されると思いますので一度ご覧ください。次回
準備役員会は６月の西日本区大会当日です。

ＤＢＣ交流コーナー
皇室典範問題に関して
平成１８年４月２９日 佐藤克男
グランパスクラブの皆さんこんにちは。とつかクラ
ブ佐藤です。今日は昭和天皇の誕生日です。もし、
昭和天皇が生きておられたらこの度の「皇室典範
改正」についてどのように話されたであろうか？答
えは、一切話されないと言うのが回答であろう。
昨年より、「皇室典範改正」についての問題が俄
かに取り立たされてきた。現在の天皇家において、
男系の天皇が途絶える惧れがあるので、その前に
跡継ぎの法律を変えておこうと言うのが趣旨である。
有識者と言われている内閣法制局が選出した左翼
の有識者？が半ば強引に女系天皇でも良いことに
するとの結論をだし、小泉首相に諮問したわけであ
る。現在の天皇は 125 代で、この大和朝廷は 2666
年続いていると言われている。
この間、女性天皇は８方 10 代居られたが、女系
天皇は一人も居なかったのである。女系天皇とは
女性天皇の子供が天皇となることを言うのであるが、

何故、歴史で明らかになっている、1500 年もの間
女系天皇が出来なかったのであろうか？女系天皇
とは朝廷が変わる事を意味するのだが、それが多
くの人、小泉首相を始めとした政治家もわからなか
ったようである。つまり、現在の皇太子が天皇にな
ると 126 代天皇である。もし、愛子様が天皇になれ
ば 127 代天皇である。そして、愛子様のお子様が
天皇になられたらその天皇は 128 代ではなく、初
代天皇で、大和朝廷ではなくなるのである。
天皇陛下とは優秀だからなるのではなく、血を繋
ぐためである。それがいかに大変で意義あることな
のかほとんどの方が存じ上げていないのが現状で
ある。おおよそ８０年前に日本を訪れたアインシュ
タイン博士は、この「万世一系」の天皇家を知り、
神様は地球に大切なものを遺されたと次のように
賞賛したものである。
これからも天皇家のお世継ぎに関しては色々と
取り沙汰されてくるであろうが、これは拙速に決め
るのではなく、時間をかけて「何故、今まで女系天
皇がなかったのか」を検証して、少なくとも皇室も
交えた上で結論づける問題だと思うものである。
世の中には「易不易の原理」というものがあり、
変えて良いことと、変えてはならぬことがあるので
ある。下手なことをすると、将来の子孫に２１世紀
の大人は何と馬鹿ばかりが揃っていたのであろう
かと蔑まれるやも知れない。いや、もう既にそのよ
うに言われる惧れがあるのかも知れないので、ワ
イズメンズでしっかり学ばなければと思うものであ
る。
以 上

潮 干 狩
ＹＭＣＡだより
２００６ロサンゼルス友情体験キャンプ受付開始
４０年あまりの交流の歴史を持ってきました。パ
ートナーシップの関係を生かし、単なる観光に終始
することなく、現地の同世代の子どもたちとの生活
体験をキャンプやホームスティをとおして経験しま
す。本年度の参加受付は以下のとおりに行いま
す。
＊詳細な案内書をご請求ください。
▼ 対象：小学 4 年生～中学生
▼ 日程：８/１（火）～８/１５（火）
▼ 参加費：360,000 円
受付：会員５/１３（土）より / 友の会・一般 ５/１６
（火）より

り

番外潮干狩り
４月１６日（日）例年恒例のファミリープログラム
「潮干狩り」が開催されました。と言いたいところで
すが・・・・・・。晴天の中、一路南知多を目指して知
多中央道をジャズを聴きながらの快適なドライブ。
若干遅れ気味のため服部兄に遅刻する旨の一報
を入れる。「少し遅れますよ」「今日は行けないので
今家に居ます」と服部兄。「じゃ早川会長に連絡入
れます」と。そして「早川さん少し遅れるよ」「えっ、
今岐阜に居るよ」と会長。「？？？なぜ岐阜？」「潮
干狩りは中止になったよ」「？？？どうして？」「参
加者いなかったから」「何それ！・・・・」。せっかくこ
まで来て引き返せるものかと、坂口兄に電話入れ
ると、高田グループと南里ファミリーが来ているとか。
例年の山田海岸は汐も引き絶好の潮干狩りタイム

となり、バケツと熊手を持った人で埋まっていまし
た。高田・南里グループを探し回るのも面倒なので、
砂浜にデッキチェアを持ち込んでさわやかな潮風
を浴びながら物思いにふけっていました。最高の
気分でした。これだけで今日は元が取れた。・・中
略・・・で、高田・南里グループと共に坂口邸にてそ
れは美味しい坂口兄提供の海鮮鍋をほお張りな
がら、釣り談義に花を咲かせ、充実した一日を過
ごすことができました。けっして負け惜しみではあ
りません。そして、アサリと大アサリはもちろん赤羽
根商店で買って帰りました。アサリの酒蒸しは最高
に美味かった！
荒 川

ホ ン コ ン 旅 行
4 月 14 日から 3 日間の珍しくない短い連休中の
香港、マカオ、シンセンに行ってきました。
「1 日目」
香港はハワイ、メキシコシティ、バハマ諸島などと同
緯度にあたる亜熱帯モンスーン気候に属し高温多
湿な気候と聞いていて短パン、T シャツを用意をし
ていきましたが、なんと気温が 30 度から翌日 23 度、
翌々日 18 度と超低温へ、ホテルのエアコンをなん
とか最高まで上げましたが、部屋の暖房設定温度
自体が無く(25 度までしか目盛が無い)、寒かった香
港で風邪をひかないか心配な３日間の始まりでし
た。
当日はお決まりの水上レストラン(店名はジャンボ
初めて知りました)で非常にまずい海鮮料理を食べ
ましたが二度と来るものか怒りつつ次はお決まりの
二階建てバスにて夜の女人街といわれる繁華街を
回りました(待ち時間にドライバーをおだてていたら
道が空いていたこともありありえないスピードを出し
て爆走してくれたバスでした)。夜は近くのオープン
カフェに入りましたがアルコール類は安かったが、
入れ替わり立ち代り 4 度も注文を聞いてきましたが
オーダーした水割りにありつけるのに 10 分以上も
かかる不思議な店で香港人(広東人)の接客方法が
面白くご機嫌 1 日目でした
「2 日目』
翌日、マカオへ水中翼船で渡りマカオタワー60 を始
めセント・ポール天主堂、規模の大きな建物に必要
性があるのかどうかを考えつつ旧市街のヨーロッパ
風の建物が並び、異国情緒を漂わせる街を通りカ
ジノの見学(私はかけませんでした)をしましたが、ア
ジア中から黒づくめのスーツのやくざの一団とか、
もう後が無い悲壮な顔で怒鳴りあいをしながら賭け
ていた中国人とかそれなりに面白い光景でした。
マカオでは税金が無く(ただし年金等は無い)国の経
費のすべてはカジノの上がりでまかなっているとの
ことで年々カジノ自体が繁盛していてある投資会社
が 360 億円の投資で立てたカジノのビルが 1 年半
でペイできてしまうとの説明を受けてやはりこれか
らは不良中国人の役人が持ち込む金を目当てに商
売もいいのかなーと考えさせられました。
マカオより中国製の船籍 30 年は過ぎていると思わ
れる今沈んでもおかしくないオンボロフェリーでシン
センへ 1 時間半かけてわたりましたが着いた波止
場から 3 万人の町から現在の広い 1000 万近い人
口になったシンセンの町へ走りましたが人口の平
均年齢が 30 代で今でも海外投資も非常に多く人手
不足も深刻でこれからも中国各地より人がなだれ
込みさらに人口が増えると聞きました。

夜はこれもお決まりの民族文化村にてナイトファン
タジーショーを見ましたが当初、なめてかかって行
きましたが音と光の演出で繰り広げられる盛大な
ナイトパレードは迫力満点でこれはお勧めです。タ
イムトンネルから美女が出てきたり、馬が駆けずり
回ったりなかなか質の高いエンターテーメントであ
り今までの中華料理のまずさを忘れさせてもらい
ました。 が 道路挟んだレストランのコース料理
の今まで以上の不味さには黙って紹興酒をあおる
しかありませんでした。香港への帰りの車を高速で
飛ばして約 1 時間で香港のホテルへ。 仲良くな
ったオーダーどおり素直に出てこないオープンカェ
のマネージーをからかいながら香港湾の夜景を見
つつ寒い２日目が終わりました。
「3 日目」
今回は食事のまずさがキーポイントとなっていまし
たので、昼食は思い出に残る食べ物を求めて町の
中を散策、絹のカンフージャケットを求めつつ途中、
窓も無い怪しい香辛料の香りが漂うインドそのもの
雑居ビルとか、1000 万はするだろうと思われる腕
時計が多くおいてある私には場違いの時計ショッ
プとかを通り、町の店員さんたちが昼食に来る食
堂で何種類か頼んだ料理が非常に安くかつおいし
い味に香港を噛み締めながら、機上の人となり長
編のハリーポッターの映画を見ている間にセントレ
アに到着しましたが、気がつくと何も香港の特徴の
ある土産と言える物はまったく無く、残ったのはこ
れらの数枚の写真とスーパーで買った見たティー
パックの二箱のお茶だけであった香港旅行でし
た。
三 井

お 知 ら

せ

５月４日、日和田でのプログラムですが、日和田
のメインロッジが使用不可の為、急きょ南山 YMCA
で研修会が開かれます。夜の食事を提供しますの
で参加をお願いします。尚、食事と飲食があり、南
山で泊る事もできるそうですので、必要があれば
徳田さんと相談します。
５月４日の集合は３時頃でよいかと思っています。
会場は南山 YMCA ですので、買出しは当日でも良
いかもしれません。坂口メンのご意見をお願いしま
す。リーダーの人数もまだですので 後日連絡が
あります。
以上 連絡です。

そ

の

他

１．第９回西日本区大会ホームページ
http://www.ys-chubu.jp/west/
２．ネットＤＢＣ
今月もどんどん掲示板書き込んでください。
http://9029.teacup.com/classy9/bbs
３．今月の誕生日

佐藤

恵子

（２１日）

5 月の強調月間活動
LT
ワイズリーダーは、クラブ・部・区レベルの如何を
問わず全員が事前に充分な研修を受け、任務の
遂行に務めなければなりません。もう一度国際憲
法・西日本区定款をなどを読み直しましょう。
佐野文彦理事

