SERVICE CLUB TO THEYMCA
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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

“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！｣

2006 年

9 月号

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
「あなたがたは神に選ばれ、聖なる者とされ、愛されているのですから、憐れみの心、
慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。」
コロサイの信徒への手紙３章１２節

グランパスホームページ

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

200６年 9 月例会ご案内
◎第一例会
と き ：９月４日（月）
ところ ：浩養園
時 間 ：１９：００～
内 容 ：夏期プログラムの報告会
ドライバー：荒川君

◎第二例会
と き ：９月１５日（金）
ところ ：南山ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～

５月に南山ＹＭＣＡで行ったリーダー交流会
に引き続き、リーダーたちの充実した夏季プロ
グラムの報告を受けることとなりました。これ
を機会にワイズとリーダーがより親交が深ま
り、良い関係を築きたいと思います。
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◎中部部会
と き ：９月１８日（月）
ところ ：四日市シティーホテル
時 間 ：１３：００～
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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

まで満足しました。阿部兄と松原家もイワナを持参
してくれ塩焼き田楽など 大変美味でした。

日和田火祭り報告①
早川 政人
毎年の恒例となりました日和田火祭りが ８月５
日土曜日に開かれました。

我々グランパス Y,s も例年通り参加しました。高
山市に高根村も合併され 毎年の事ですが少しず
つ変更もあり 今年からはテントなどの経費が必
要になり 売上のプレッシャーを感じます。当日の
天候が大変気になりますが・・・。まずは景品選び
から。これが思わぬ時間がかかります。これによっ
て売上が大変左右されますので坂倉兄と一緒に
選びました。
今年はなかなか目玉のものがないので一苦労
です。数量も前年の数を参考にしますがだいたい
の数のためにいつも不安になります。今年は代金
がポイントがあり５，０００円 OFF でした これは大
変助かりまた。

さて、当日は真夏の青空で 今年は天候の心配
がありません。 テントの下での用意は大変暑くて
ヒト汗” フタ汗”をかき出来上がりました。さて開店
です（実はこの時間がいつも不安・・・） 今年は早
川家が大勢参加 また荒川コメットとそのボーイフ
レンド（彼は元 YMCA のリーダーです。） 若者の応
援で メンバーは大変 楽チンをしていました。
そしてテントの裏では坂口兄とメネット・お母上も参
加され、料理のレパートリーも多く子どもから大人

今年は下村会長も初めての参加。ゲストに秋重
さん、高田さん、加藤さん、加藤コメット、＜トトミ＞
の森ファミリー以上の多彩の顔ぶれでした。
佐藤兄のコメットも親の手を離れて子供同士で
いろいろと遊び、楽しい夏の一日になりました。ゲス
トの秋重さんは火祭りの最初の頃を懐かしくまた
感慨深く思い出されたと思います。
今年の景品の「光るメガネ」を目玉と思いました
が少し残り反省です。
毎年の事ですがこんなものが喜ばれ人気になる
のかといつも思っています。
８月第一土曜日は日和田の火祭りです ”来年も
がんばって ファンドをしましょう”
zizibaba@m13.alpha-net.ne.jp

日和田火祭り報告②
佐藤 壽晃
日和田火祭りへの参加は去年に続き２回目にな
る佐藤家でありますが、今年は阿部メンのお誘い
もあり日和田への途中いわな釣りを、勇一郎、晃
太郎ともに体験させていただきました。

阿部さん、今回にこりずに、また釣りにさそってくだ
さい＾＾。
今年の火祭りは去年のような雨もなく、たくさんの
人でにぎやかでした。

親子ともに釣りの経験がない３人ため、阿部メンに
餌を付けていただき又魚が釣れたら針からとって
いただくと言う殿様釣りになってしまい申し訳なか
ったです＾＾；。

早川家は一日中フル回転でトイレットペーパーたお
しの店の指揮をとっていただきご苦労様でした

釣れた魚もすぐそこで塩焼きにしていただきとても
美味しかったです（＾－＾）。

この全体写真を撮る時には、一日中グランパスの
店の営業妨害をしていた佐藤家のコメット二人はは
車の中で熟睡でした。皆さまお疲れさまでした。

今年の夏休み
今年の夏休みは・・・・

今年もたくさんの参加者で大成功でした

荒川 恭次
今年も猛暑の名古屋を逃げ出して涼しいところで
楽しんできました。これも毎年の白馬行きでかれこ
れ２０年以上になり、行きつけのペンションは今や
我が家の夏の別荘です。そこを基点としてどこへ足
を伸ばそうかとプランを練るのが夏休み前の楽しみ
です。ペンションオーナーも奥さんも名古屋育ちで、
我メネットの知人ということもあって気楽な場所。大
胆な言い方をすれば、腕のいいコックさん付きの別
荘で毎年涼しく優雅な夏休みを過ごします。

かがり火をバックに貴重なショット
トロッコ列車の車窓（窓はないが）から

誰でも参加できるタイマツ行列

フィナーレの花火は最高でした

さて今年のプランはというと、以前から行こうと考
えていた黒部トロッコ列車の旅を１日。必須プログ
イラムの大雪渓登山を１日。その他温泉巡りで決ま
りです。黒部渓谷を走るトロッコ列車始発駅の宇奈
月駅には、白馬のペンションから糸魚川経由で約１
時間３０分程度で行くことができます。列車はお盆
休暇真っ最中で大混雑が予想されたので、往復の
座席予約は忘れませんでした。案の定９時台の列
車は満席状態でした。終点欅平駅までの１時間２０
分は素晴らしい自然の景観を楽しみました。心に溜
まったゴミが全て流れ出たような爽やかな気分でし
た。ところが欅平駅周辺には･･･自然の中に入るに
は、「それなりの装備と敬う気持ちが必要で選ばれ
し者が受け入れられる」と考える私には、サンダル・
ハイヒールを履いた周りの自然からはかけ離れた
スタイルの若者達の多さに、それまでの感激した気
持ちも萎えてしまった。観光化による経済効果も理
解できるが何か淋しいものが残りました。
それに比べ、大雪渓はサンダル・ハイヒールのネ
エチャンはけっして受け容れられない崇高な場所で
ある。大自然に対しては頭を垂れる謙虚な気持ち
でなければ決して行くことができない。それほど厳し
いが素晴らしい場所です。登山の後は疲れた身体
を癒す温泉も多くあり、宇奈月のような観光地化さ

れていない白馬がとても落ち着く場所として気に入
っています。来年もきっと来ることでしょう。

猛暑の名古屋で気温２０度が信じられるか！

選ばれし者が雪渓を目指す

第二例会報告
日 時：８月１７日（木） 午後７：００～
場 所：名古屋 YMCA
出席者：下村・阿部・早川・坂倉・荒川・徳田・三井・
佐藤
１． 開会点鐘
２． ゲスト なし
３． 諸連絡：１０月１日街頭募金（早川実行委員

長）の打合せをリーダーをまじえて、９月中にお
こな うので CS 担当は必ず参加してください。
４． リーダー慰労・感謝祭：荒川
グランパスは第１例会として出席 詳細別紙
９月４日・場所 浩養園・参加費 5,000 円
参加対象 リーダー・職員・ワイズ他 参加締切
８月２５日
５．根の上祭（実行委員長 坂倉）
食事・飲み物をグランパス（坂口中心に）で奉仕
プログラム・広報は『根ノ上を愛する会』または
YMCA がおこなう。
６．日和田かがりび火祭り報告
参加者：早川（９名+１匹）・荒川（３名）・佐藤（３
名）・阿部・松原（２名）・坂口（３名）
坂倉・下村
ゲスト：秋重・高田・加藤（２名）・森（４名）・長瀬
収 支：売上 ９８，２１０円+バザー券（約１０，
０００円）
経費 ６５，９５７円（場所代１６，０００ 文具６６
４ 景品代３５，５５３
トイレットペーパー１４４０ めがね８，４００
食品３，９００）
利益 ３２，２５３+バザー券代
ブリテン報告書は早川・佐藤が担当
７．中部部会
９月１８日開催 詳細は別紙
中部現役員より３年単位ぐらいで EMC１２０％
の会員増強に取り組みたいので次期中部役
員（部長 三井・書記 坂口・会計 早川）ととも
に企画を立案する。
グランパス参加者は、阿部メンが取りまとめる
ので第２例会欠席者は８月２１日までに出欠を
連絡する。
８．西日本区Ｙサ事業としてユース支援、ユースクラ
ブ設立と活動・ユースコンボケーション派遣等の
支援するため『ユースコイン５００円運動』の協力
依頼があった。
詳細は西日本区のＨＰを見てください。
募金缶は徳田兄が保管し例会毎に募金予定
９．阿部兄より『名古屋シティハンディマラソンに参
加しては』との提案があった。
グランパスの継続事業・ＹＭＣＡのアピールや
チャリティーランの参考になるのではということ
で継続審議することとする。但し、今年の開催
日は１０月２２日で南山バザーと重なるのでク
ラブ内で調整する。
１０．その他
◎ＳＯ賛助金として２０，０００円を支出
◎ワイズポテトの注文の季節です。
１箱１，５００円（予定）９月１０日締切
グランパスの取りまとめは、阿部兄がする。

◎ ブリテン原稿の『夏の思い出』は坂野兄が
執筆

ＹＭＣＡだより
徳田 望
YMCA の夏のプログラム（キャンプ）が、無事
に終了しました。今年も約 200 名の子どもたちや
指導者が、日和田のキャンプ場を中心に、夏の思
い出を作りました。
夏期プログラムの報告会を 9 月 4 日（月）19：
00～21：00 で、浩養園（千種区千種２－２４－１
０）にて行いますので、是非、ご参加ください。

以上）2,000 円、小中学生 1,500 円、カップルの
方 4,000 円
《 ご注意事項 》
１．幼児の方は無料
２．ワイズメン同志の場合はカップル料金とな
りません。
３．最終１０月４日（水）までにお申し込みくださ
い。
■お申し込み：別紙申込書にご記入の上、YMCA
までご提出いただくか、
ＦＡＸ（YMCA 宛：052－932―5541）にてご氏名、
参加人数（世代内訳）、電話番号をご記入の
上、お申し込みください。
〇JR または車で来場していただけます。詳細は
お尋ねください。
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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

みな幻想的な体験をしました

根ノ上まつり案内
実行委員長 坂倉 洋
開設５３周年を迎えた“根の上キャンプ場”で今
年も「豊かな自然のもと・人と人との交わり」をテー
マとして〝根の上まつり〟を下記の通り開催いた
します。
根の上キャンプ場は、名古屋ＹＭＣＡの歴史の
中でも“野外活動の聖地”として多くの先駆者の皆
様が大切に育んできた場所であります。
残念ながら現在は、少年キャンプ場としては使
用しておりませんが、このまつりを通じて人と自然
のつながり・そして多くの恵み（人・物・自然）に感
謝する時としたいと思います。多くの方々のご参加
をお待ちしています。
日 時：10 月９日（祝・月）10:00～15:00
場 所：名古屋 YMCA 根の上キャンプ場
（岐阜県中津川市大字手賀野字釜戸）
■参加費（税込み）：大人 2,500 円、学生（高校生

下村 明子（ ２日）
坂倉
洋（ ６日）
松原
誠（２４日）
荒川 恭次（２５日）
吉田 和枝（２９日）

５．ネット例会会場
グランパスホームページに開設しました。
http://www.ys-chubu.jp/main/bbsgra/glight.cgi

６．西日本区強調月間

ファミリーで参加しようワイズダム、世界の愛
が見えてくる
松田洋子メネット事業主任

