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“Active Participation with Love”［愛をもって積極参加］
“Participation and Inspiration”[参画、そして感動を]
“One for all, all for one” [一人はみんなのために、みんなは一人のために]
“Chubu District Y’sdom 120” [こころ熱くし 今日も輝く]
“Enjoy Volunteer! ｢楽しいボランティア活動をしよう！｣

７月号

2006 年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
あなたがたに平和があるように、父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。
ヨハネによる福音書２０章２１節

グランパスホームページ

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

200６年７月例会ご案内
◎第一例会
と
き ：７月８日（土）９日（日）
ところ ：高山オークビレッジ
時 間 ：１８：００～
内 容 ：１泊例会
ドライバー：下村次期会長

◎第二例会
と き ：７月２０日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～

16 時現地集合、18 時開会式
一泊例会のオークビレッジホームページ
http://www.oakv.co.jp/main.html
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“TO 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
今期 会長の 1 年を振り返って
早川 政人
会長の始まりは、まず六甲の研修から始まった
と思います。 六甲の研修では会長のとしての役
割・責任を感じ、他の会長が頼もしく大きい存在に
思えました。 私自身はどうか・・・・
大変心配になりました。 7 月の引継ぎの 1 泊
例会で前会長の松原メンより会長バッヂをつけて
頂き 1 年が始まりました。
１年間プログラムに沿って行うつもりでしたが
満足に行えませんでした。
8 月に恒例の日和田の火祭りファンドを行いました。
この日はここ毎年突然の雨が降り
何とか行う事ができています。 今年も雨に遭いま
したが イベントが始まる頃には 雨も上がりまず
まずの成果がありました。 又、名古屋 YMCA より
ホームステイの要請があり、三井・松原・佐藤・坂
倉の各メンが、カナダよりの学生を引き受けてくれ
ました。カナダの学生諸君は、各メンの家で大変な
歓迎を受け、名古屋での万博も見学したり楽しく過
ごしました。 最後の夜に浩養園でのさ・よ・な・ら
食事会をして翌日名古屋を後にしました。
卓話は、名古屋 YMCA 総主事の加藤氏、理事
の野村氏等にして頂きました。
ゲストの卓話を名古屋大学大学院留学生の卓
話。海外での話は大変興味深く１度行きたいと思
います。 又、京都よりわざわざ貝葉書院の河村
氏。大変珍しい話をしていただき、阿部メンには
万博にも同行して頂きお世話までして頂きました。
万博の開催にあたり、横浜とつかクラブの訪問
も予定されましたが、宿泊の問題で流れてしまい
残念です。
クラブプログラムの南山幼稚園では、初めてバ
ザーに参加しました。 １１月にはチャリティーラン。
１２月のクリスマスキャロル。ファミリークリスマス
０５年はあわただしく過ぎました。
０６年の始まりは、まずファミリースキーで爺ヶ岳
で始まりました。2 月には次期役員の人事が決まり
次々期中部部長に 三井メンに引き受けて頂きま
した。
今期は、重大プログラムの第 9 回西日本区が名
古屋で開催されました。大会に向い毎月実行委員
会が開かれ、永井実行委員長の下、小林中部部
長始め各クラブより委員が出席し、佐野理事の下
で在名５クラブでホストを務めました。
各実行委員長が決まり、会場の決定・懇親会の
食事・出席人数の把握・プログラム進行等それぞ
れで準備が整いました。
6 月 10 日の日は天気を心配していましたが ま
ずまずの日になり安心しました。
大会は大変な成功で、これには各委員の協力と

チームワークに支えられました。
又荒川メンには大変な苦労と協力があり、各メン
バーより絶賛を受けました。
これらの成功は、各クラブのまとまりが発揮され
成功に導かれたと思っています。
私はこの経験が生かされることがまたあるとおもい
ますが・・・・。
この 1 年にあたり、グランパスクラブのメンバーに
は何も出来なかったことをお詫びいたします。又、次
期会長下村メンにお手伝いをさせていただきます。
各メンバーの協力もお願いします。
有難うございました。

理事特別賞を受賞

西日本区大会報告
区役員を終えて
服部庄三
１９９７年の吉田一誠理事のキャビネット（書記、
会計のことです）、２０００年の加藤道子部長代理に
引き続き、３度目のご奉公で昨年度の交流主任を
引き受けましたのが一昨年の暮れ。それまでの経
験や、各地ワイズの交わりもあり、何とかお役にた
てることが出来るだろうと、佐野理事にＯＫのご返
事をいたしました。年が明け１月の次期役員研修会
で一年間の方針を作成。３月の次期会長、部役員
の研修会では、その方針を各部に伝えました。それ

ぞれの事業の区方針を自分の部に浸透させると
いう大役があるのが、各部事業主査の役目ですが、
残念ながら中部はその意識が・・・です。（この点に
ついての反論があればどうぞ）。 幸いにも私の関
係する、川口中部交流事業主査は積極的に出席
をしていただき、非常に感謝しております。また中
部の交流活動、報告等にも十分のお働きをいただ
きました。次年度の部役員の皆さんのご活躍に期
待いたします。特に年度始めには、主査として、そ
れぞれの事業の区方針を受けて、中部ではどうす
るかの部事業方針を作成していただきたいと思い
ます。その方針に従い、各クラブで活動方針をつく
るのが理想です。部役員が区とクラブをつなぐパイ
プ役と思います。そのあたりの流れが理解されて
いないのが現状と思います。わたしが言うまでなく、
運動体としての活動では、あたりまえのことだと思
いますが。我々が日頃行っているワイズ活動が、
ワイズ運動の一つ一つであることを忘れないでくだ
さい。
堅苦しいことをダラダラと書きましたが、区役員を
終わるにあたり、日頃思うことを率直に出しました。

国際会長はダンディーだった

熱のこもった報告だったね

実行委員として

昔とった何とか やるもんだね。

一ひねりしたバナーセレモニーは大好評

三井 秀和
今年の西日本区大会を名古屋にて開催し、「我が
クラブ」単位との意識ではなく中部のワイズメンズク
ラブとして各ワイズメンバーの活動の結果が見事な
大会になったのではないかと思います。
私は、クロークの担当として若いリーダーたちと事
故もなくスムーズに終えてまず一安心し、さらに大
会初日のパーティーの食事についての渉外担当で
ありましたが何せ、予算が非常に少なく、味は二の
次、見かけと雰囲気とアルコールで何とか厳しいク
レームを聞く事もなく終わってこれも一安心いたしま
した。 昨年より準備委員会についても各委員が熱
心に、活発に、確実にことを進めていただきいつも
会えない他クラブの皆様の一面も見え、関心、敬服
も致しましたが、その熱意の延長として委員会同様
な各クラブの垣根を取り払い、分母が増えた無理
のないスムーズなサポートクラブとしての組織運営
が出来るのではないかとも考えています。
早川会長以下、メンバー各位お疲れ様でした。
特に、服部メネット本当にお疲れでした、ついでにメ
ンとして入会してくだきご主人ともども仲むつまじく
一緒にやって行きましょう。

議論伯仲の実行委員会

人海戦術に勝るものなし

本番直前まで行った舞台リハーサル

パワーポイントはプログラム委員長の依頼により、
ワイズソング・ＹＭＣＡの歌の歌詞からメモリアルア
ワー、表彰式に至るまで画像（パワーポイント）を用
いて行い、部長、主任報告ではきっちりと時間内で
終わらせるよう工夫する。というコンセプトで取り組
みました。
マイクロソフト社のパワーポイントは２００３バー
ジョンになってからはさらに機能が拡充され表現力
も充実したものになりました。こうしたソフトはバー
ジョンが低いと最新バージョンで製作されたものが
動かないという現象もあるため、最新バージョンを
購入して備えました。
各報告については、パワーポイント資料の製作
依頼があれば素材資料を送っていただいて製作し
ましたが、大半は報告者または周辺の方の力作で
した。ただ１報告４分３０秒という時間調整について
は、報告者の想いが相当あることからパワーポイン
ト資料の編集には時間を要しました。編集打ち合わ
せは主にメール・電話で行いましたが、広報事業主
任として日本区の会議に出ていたこともあって、報
告者のみなさんとは顔なじみであったのが功を奏し
てスムースに事が運びました。しかしＢＧＭはこの
曲というご指定のものもあり、みなさんの力の入れ
ようは尋常ではなかった。大会前夜まで編集打ち
合わせ、リハーサルと力のこもった報告者もいまし
た。おかげさまで大会本番はトラブルもなくスムー
スに時間が流れ、プログラム運営としては上出来だ
ったと思います。
さて、ソフトでは大変うまく行きましたがハードで
は崖っぷちに立たされました。大会用に用意したパ
ソコンが当日になって大会用の機材に接続できな
いことがわかったからです。結果から言えば、映像
関係者の方がたまたま持っていたパソコンを借りて
事なきを得ました。しかしこれは奇跡のようなことで、
パソコンスペックが同一で、かつパワーポイント２０
０３が入っているものに偶然出会える確立は数パー
セント。ホント感謝しました。大会当日は全て舞台
袖にいて正面からは大会を観ることができませんで
したが、久々に味わった充実感でもありました。

西日本区大会に係わって
荒川 恭次
前回の大会ホストはグランパス単独であったが、
今回は名古屋５クラブ合同ホストということで、当
初は纏まりが懸念されたがチームワークよく運営
できたと思います。私は広報担当で主に大会ホー
ムページ製作・維持・管理とプログラム担当補佐で、
大会当日の各種発表等に用いるパワーポイント資
料の製作・編集を行いました。ホームページは例
によって早川会長甥、漢さんのご協力で個性ある
デザインを得ることができ、充分にアピールできた
と思います。

好評だったパワーポイント

最後に早川、荒川、松原各氏のメネットの皆様の
御協力に感謝致します。１年間ありがとうございま
した。

左舞台袖で出番を待つ司会者

なかなか堂に入った演説でした

舞台袖の映像担当は暗い中での作業が続いた
今期のメネット主査さんお疲れ様でした

メネット主査の１年間
服部 智子
思いがけず中部のメネット主査を仰せつかり、
軽い（重い）気持ちでなんとなく引き受けたのが、２
年くらい前でしょうか。そして１年前、神戸の大会で
「来年の大会の準備はよろしく」との主任の言葉に
「大会の準備と言われても…」と正直不安でいっぱ
いになりました。その中で熊本への研修会、中部
部会での合同メネット会を何とか終えてやれやれ
と思ううちに年末を迎えました。
年が明けていよいよメネットアワーの準備開始、
まず熊本の主任に相談しながら案内の作成です。
ここではいつも強力な助っ人のコメット（娘）と口う
るさい主人の手を借りました。名古屋のメネットに
参加と協力のお願いに各クラブの例会にも参りま
した。特に名古屋クラブのメネットの例会にはお土
産の相談や、準備いただいたブローチの袋詰めに
伺い、交流のいい機会になりました。今後、クラブ
の枠を超えての場を持てるといいのではと言うご
意見もいただきました。
準備期間、当日を通して多くのメン、メネットの協
力で無事にメネットアワーが開催できましてとても
いい主査の締めくくりになりました。

西日本区大会全体の感想
下村 明子
去る６月１０日～１１日に開催された西日本区大
会は、私にとって初めての大会参加でした。今回
は１０日だけの参加でしたが、その時感じたことを
述べたいと思います。
大会で印象に残ったのは、バナーセレモニーで
した。まずはバナーの数に驚きました。各クラブの
代表がすべて出揃うと、すごい数になるのだな、と。
正直、もっと数が少ないのかと思っていました。そ
れに、華やかさにも驚きました。バナー、出揃うとと
てもきれいですね。来年は、私が代表で舞台に上
がるのだと思うと、何だか緊張してしまいますね。
人の多さにも驚きました。遠路はるばるやってく
る人、人、人。でも、私と同じ世代はほとんど見当
たらず、寂しく思いました。同年代の方がもっとワイ
ズに関心を持ってくれて、一緒に活動できたらなぁ
と、いつも思っています。
最後に、懇親会の会場ですが、天井高が高いの
で、話し声やマイクの音などが全体に響きわたり、
うるさく感じました。普段なかなか会えない仲間と
の交流の場で、隣の人と会話しづらい環境は残念
でしたが、まあ、人数が多いので仕方ないのかな、
と感じました。例年はどんな感じなのでしょうか？
皆さん、本当にお疲れ様でした。

第二例会報告
開催日 ２００６年６月２９日（木） １９：００～
場 所 魚々美さん
参加者 早川、下村、阿部、荒川、坂倉、坂口、坂
野、三井、松原、吉田（正）、 服部、徳田
今年度最後の第二例会は、西日本区大会ホストご
苦労さん会と位置付け、大会の反省・楽しかった事
等語り合った。また一泊例会も近いことから日程と
プログラムの確認を行うと共に、楽しく行く方法は何
か等話し合った。充実した一泊例会が期待できる。
久々の魚々美さんであったが、ご夫婦は一段と元
気であった。北に位置する元名古屋ＹＭＣＡ跡地は、
今や高層マンションの建設用地として基礎工事が
開始されている。

大会当日の事前ミーティング

戦い終えて美味しいお酒でした

綺麗な風船がいっぱいでした

さあ次は何やろうか？

ＹＭＣＡだより
インドネシア・ジャワ島中部地震被害に対する
緊急支援募金のお願い
2006 年 5 月 27 日早朝に発生したジョグジャガル
タ地震(M6.3)により、ジャワ島中部・ジョグジャカル
タ市内では犠牲者は 5,000 人を超え、被災者は 1
万人以上と言われています。橋や道路が寸断され、
生存者の救援や医薬品等の物資の運搬もままな
らない状況だと報じられています。
名古屋 YMCA では、日本 YMCA 同盟、アジア・
太平洋 YMCA 同盟や関連団体と連絡をとりながら
情報収集を行い、緊急支援募金を実施しています。
今後、日本の YMCA はこの大きな災害に対し、ア
ジア･太平洋 YMCA 同盟と協力し、救援活動・復興
支援活動に協力していきます。皆様には緊急支援
募金という形でのご協力をお願いしたく、よろしくお
願い申し上げます。なお、この募金はアジア･太平
洋 YMCA 同盟に送られ、インドネシアの YMCA が
行う 救援 ・復興 活動 に用 いられま す。被 災し た
方々の苦しみと悲しみを覚え、ご協力下さいますよ
うお願い申し上げます。
（支援方法）
お近くの YMCA へ、緊急募金をお持ちください。
または､下記口座までお振り込みください。
募金期間：2006 年 6 月１日（木）～８月３１日（木）
○ 三菱東京 UFJ 銀行 上前津支店
○ 口座番号 （普）２３１０３２
○ 名義 財団法人名古屋キリスト教青年会
＊ 通信欄に「ジャワ島募金」とお書きくださ
い。
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１．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

坂口 公美（ ６日）
三井 敬子（１７日）
早川 弘美（２７日）

