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

１０月号

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりな
さい。自分を賢いと者とうぬぼれてはなりません。
ローマの信徒への手紙１２章５節

グランパスホームページ

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

200６年１０月例会ご案内
◎街頭募金
と き ：１０月１日（日）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡから出発
時 間 ：１０：００～
◎根ノ上まつり
と き ：１０月９日（月）祝日
ところ ：根ノ上高原キャンプ場
◎南山バザー
と き ：１０月２２日（日）
ところ ：南山ＹＭＣＡ
◎名古屋シティーハンディーマラソン
と き ：１０月２２日（日）
ところ ：南山ＹＭＣＡ

◎第一例会
と き ：１０月５日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
内 容 ：根の上祭り、バザー関連
ドライバー：下村
◎第二例会
と き ：１０月１９日（木）
ところ ：名古屋ＹＭＣＡ
時 間 ：１９：００～
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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
名古屋ＹＭＣＡ夏期プログラム報告会
日 時：2006 年９月４日（月）
場 所：浩養園
参加者：荒川、坂倉、徳田、服部、早川、坂野

深め協働をすすめていくためのプログラムと思
われます。年々良いプログラムにしていけると
良いと思います。
時間の制約もあり大変だとは思いますが、楽
しかった・沢山参加してもらえた・リピーター
がいる等良い事の報告だけで、問題点・反省す
べきこと・来年の課題等一言もなかった気がし
ます。次回に期待します。

坂倉 洋
９月４日（月）浩養園にてＰＭ７時より、名
古屋ＹＭＣＡリーダー・職員・ワイズ・レイマ
ン・理事・常議員等を参加対象とし開催されま
した。

まだ暑さの残るビアガーデンではなく、涼し
いビアホールにて○○さんの司会で和やかに報
告会は始まりました。会食前キャンプの食事同
様に『ご飯だ ご飯だ』と『日々の糧』をなつ
かしくもなんとなく気恥ずかしく照れながら歌
い、お祈り後しばしの会食です。スライドを使
いキャンプの報告・リーダーの紹介があり、リ
ーダーの目はきらきら光っていました。これか
らの活動にきっといかされていくものと思われ
ます。

第二例会報告
南山ＹＭＣＡ夏期プログラム報告会

今回のプログラムは名古屋ＹＭＣＡとして初
めての試みだと思います。キャンプに参加しな
い・できないＹＭＣＡ関係者にこの夏の活動の
報告をし、ＹＭＣＡ理解を深めるとともに和を

日 時：2006 年９月１５日（金）
場 所：南山ＹＭＣＡ
参加者：阿部、坂倉、佐藤、徳田、早川、三井、
吉田（正）
、下村
阿部 一雄
名古屋 YMCA 及び南山 YMCA のリーダーの方々
の日ごろのご活躍をねぎらうため、南山 YMCA に
て当グランパスと南山ワイズの方々と共にバー
ベキューにて歓迎会を開催した。当日は南山ワ
イズの小林兄にすっかりお世話になってしまっ
た。南山 YMCA に着いた頃には食材やお皿の準備
はもちろん、炭に火を付けるばかりに準備が整
われていた。うるさいワイズメンの為に準備は

ぬかりない。さすが小林兄ツボをつかんでいる。
両会長挨拶の後歓迎会が始まるかと思われたが、
この日めでたく南山ワイズに新しいメンバ゛ー
が加わる事になり、入会式もとりおこなわれた。
無事入会式も済み、ようやく乾杯で歓迎会がス
タートした。実はこの歓迎会、当グランパスと
南山ワイズでとりおこなうはずが、大事の話に
なり 4 日にも名古屋地区ワイズ合同で歓迎会が
開催されていて、今月二回目となる。リーダー
が集まってくれるか心配でしたが、10 名は上回
るリーダーの参加があり、歓迎会の途中自己紹
介をしながら、和やかな雰囲気の中歓迎会も無
事終了した。
とかくワイズメンと YMCA リーダーと接点があ
まり無いので、今回もお互いを知るには良い機
会となった。
参加したくれたリーダーは勿論、準備をしてい
ただいた南山ワイズの方々ありがとうございま
した。

当日は大きな台風も日本海に向かい、残暑で
蒸し暑い金山で早川号に拾ってもらい下村会長、
坂倉君らとともに一路四日市市へ向かいました。
13 時より開催された評議会では森本西日本区理
事を向かえ小林直前部長の一年間の活動報告後、
決算承認、予算案承認、栗原現中部部長の方針
の説明、各事業部長の報告(特に荒川広報事業主
任のパワーポイントは磨きがさらにかかって好
評でした)等の議案の採択も含め問題なく終わ
り中部部会へと進みました。

写真スペース

当日、部会参加人数は現中部に属する 125 人
のうち約半数の人数に大挙参加された次回第 10
回西日本区記念大会のホストである「大阪西ク
ラブ」、やはり設立 10 周年を迎える「なかのし
まクラブ」らの関西の参加者を含め 90 名弱の大
会でした。

中部部会報告

三井 秀和
日 時：2006 年 9 月 18 日(敬老の日)
場 所：四日市市シティーホテル
参加者：下村、荒川、早川、坂倉、坂口、三井

又、部会中に久しく体験していなかった四日
市クラブへの二名の入会式も組みこめれて前
EMC 主査であった私は他クラブながら少し感動
いたしました。毎月のように我がグランパスで
の入会式が行われるのは何時のことやら・・・・・
さて、部会式典もとど懲りなく終わり、フェ
ローシップ会場へと移動しメネット会を終わら
れたメネットも加わりはなやかにフェローシッ
プアワーが始まりました。
途中、すばらしい飛龍東員太鼓の演奏もあり又、
アルコールも手伝って和気あいあいに会も順調

に進み、各クラブのアピール後、最後に次期部
長として早川次期会計とともに初の挨拶を壇上
でさせていただきましたがいささかアルコール
が入り思った様に挨拶が出来なかったのを後悔
しています。

次期部長を輩出することは言い換えれば来年
中部部会を主催しなければならないこととなり
ます。数年前加藤道子氏が部長として活躍して
いたときも手作りの中部部会を主催しましたが
そのときと今の状況は大きく変わっています。
時間はあるようで時はすぐに過ぎていきます。
今後例会時にはそのことを随時協議していき決
めれることは決めていくようにしたいと思いま
すので、よろしくお願い致します。

ＤＢＣコーナー
「南部直登の二束のわらじ人生」
こんにちは、名古屋グランパスクラブの皆さ
ん、横浜とつかクラブ南部直登でございます。

私は昭和 25 年 9 月に福井県福井市に生まれま
した。

母が音楽好きで、小学校の頃にバイオリンを私
に習わせてくれました。まもなく中学校に入学
しバレーボール部に入部し勉強とスポーツに打
ち込んでいた時に、ベンチャーズのエレキブー
ムがアメリカからやってきました。テケテケテ
ケの激しいリズムは私をエレキの虜にしてしま
いました。そして高等学校に入り「ジャズ」と
の出会いがその後の私の人生を決定付けること
となったのです。
頑固一徹な父親の猛反対を押し切り、半ば勘当
同然の私はギター一本抱え、母と兄に見送られ
単身東京へと旅たちました。その後はプロのバ
ンドに入り厳しい下積み時代を乗り越え独立し
自分のバンドを結成しました。
チャンスに恵まれ、コロンビアレコード及び
ＴＤＫレコードから計 3 枚のレコードを発売し
スター街道への切符も手にしましたが、リーダ
ーシップの無さからあえ無く挫折。
また振り出しに戻り夜の巷での演奏活動。そ
うこうしている時に、日本生命の松宮さんとの
出会いがあり営業職として入社しました。夜は
バンド活動をしながら家族の生活を支え、朝は 9
時からニッセイで働き、持ち前のサービス精神
と粘り強さで、入社 1 年目から驚異的な営業成
績を上げ、自分独自の「音楽」を生かしたセー
ルススタイルで現在まで 21 年間走り続け、日本
生命のみならず保険業界全体の中で 2 束のわら
じの「伝説のトップセールスマン」として注目
を浴びる存在になりました。
昨年 2 月にはアチーブメント出版から「なん
ぶのもんじゃい！」の本を出版し、ラジオ出演
はじめ公演依頼も多く受けるようになりました。
ライブ活動の方も衰えることなく、年間 150 本
以上のステージをこなし続けています。
「一度始めたことは決して諦めず、感謝しな
がらトコトンやり続ける！」このネバーギブア
ップの精神こそが私のエネルギーの源であり、
自分に音楽を与えてくれた亡き母への恩返しで
あると思っております。

ー場での部会は型やぶりで楽しかった。登録費
は３０００円と格安。将来はスタンドを満員に
した部会をやろうという、会員増強の思いが込
められている。

最近は新しいオリジナル曲「盛春歌」を作曲
し、私と同じ団塊世代のオヤジ仲間へ熱いメッ
セージを伝えようと張り切っています。
ワイズメンズクラブに入会しちょうど３年ほ
どになりますが、新クラブ発足時のチャーター
ナイトプログラムの中に演奏依頼されるなど、
東区はもとより西区からも参加するワイズの皆
さんには、顔を知って頂くことも多くなりまし
た。こんな私ですが今後ともどうかよろしくお
願い致します。
南部直登
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センターポールにワイズ部旗がはためいた

記

この体験を共有したくて
荒川恭次
今年度は西日本区役員（広報事業主任）を拝
命し、二度と来ない機会と認識して各部会を訪
問しています。
日本人とひと括りにしても北と南では文化が
大きく違うがごとく、ワイズも各部での文化の
違いが感じられました。今回はこの貴重な体験
をみなさんと情報の共有をしたくお知らせした
いと思います。
ただし、全ての部会をそのテーマから活動内
容等を詳細に伝えるにはとても紙面が足りませ
ん。ですからその雰囲気を次の写真で感じてく
ださい。各部会では名古屋グランパスとして登
録し足跡を残しています。今月は西日本区９部
の内７部を紹介します。
①阪和部部会（９月３日（日）
）
猛暑の中、花園ラグビー場メインスタンドで
開催。もちろんクーラーなし。これは田中部長
の熱い思いで実現したこと。しかし暑かった！
この部を皮切りに各部会が開催された。ラグビ

②六甲部部会（９月９日（土））
六甲研修センターにて開催。涼しい六甲山中
での部会。通い慣れた？研修センターなので緊
張感も和らぎました。中村勝子氏の公演、デュ
オ・アゲインの心なごむフォークソングコンサ
ートはよかった。この内容で登録費３０００円
はお値打ち。スイーツもバーベキュー（＋2000
円）も旨かった。

井之上ＥＭＣ事業主任による入会式式辞

グランパスのリーダーとの交流の究極の形がこ
れであると思われる。

全部スイーツ。好きなものを好きなだけどうぞ

③京都部部会（９月１０日（日）
）
琵琶湖ホテルにて開催。その部規模により、
毎回の開催地探しに苦労するとのホストクラブ
の弁。平均年齢も若く非常に活気が感じられた。
何がそうさせるのか。参考となるものが多々あ
ると思う。部会内容はワイズメンの基本を押さ
えたオーソドックスなもの。クロマチックハー
モニカの演奏は素晴らしかった。

小さな部。評議会にも参加しました。

外国人留学生との交流が盛んな地域です

⑤中部部会（９月１８日（月））
三井兄の記事をご参照ください。
日本区大会かと間違える規模でした

⑤九州部部会（９月２４日（日））
熊本交通センターホールにて開催。京都部に
次ぐ規模の部で、やはり活気のある部である。
これはやはり会員数によるものと感じられた。
会員が増加すればおのずと活気が出てくるとの
九州部メンバーの弁。
「中部はどないなっとると
か」と九州弁で言われてしまった。しかし源は
メネットさんのパワーかもしれない。

生演奏も一流どころ

④西中国部部会（９月１６日（土）
）
広島空港ホテルにて開催。京都部とは対照的
に小さな部。しかし地域文化の影響か交流事業
は非常に盛ん。ユース活動も盛んでワイズユー
スクラブの設立が計画されている。次世代ワイ
ズの育成を兼ねて西日本区で注目されている。

京都部に次ぐ規模の地域
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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。
最近書き込みが少ないですね。共通の話題がな
いのも原因でしょう。直接交流できればもっと
活気がでるかも。

http://9029.teacup.com/classy9/bbs
メネットパワーが違います

⑥中西部部会（９月３０日（土）
）
大阪ＹＭＣＡにて開催。テーマ「スローライ
フ」は工藤部長の思いで実現。全て手作りのプ
ログラムでしたが、映像と生演奏、トーキング
の絶妙なバランスでプロデュース抜群、心洗わ
れる静かな時間を過ごすことができました。ホ
スト部として、来年の西日本区大会は期待でき
そう。みなさん、Ｍｙ箸運動展開しましょう。

テーマ「スローライフ」

ゆっくり時が流れた

２．今月の誕生日

該当者なし

３．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。
これは一つの試みです。あと１０年後、２０
年後、きっと私達はワイズ活動を続けていると
思います。でも足が弱り例会会場までの道のり
が苦痛では困ります。ましてや寝たきりになっ
たらどうする。誇り高きワイズメンはそれでも
活動への意欲はあるでしょう。だから自宅にい
ながら例会に参加できる方法としてＷｅｂ例会
を模索しますのでご協力願います。下記ＵＲＬ
は携帯電話からでもアクセス可能です。最低限
例会出欠などはここで確認できるといいですね。
http://www.ys-chubu.jp/main/bbsgra/glight.cgi

４．西日本区強調月間

使用済み切手の整理作業をしながら、ワイズ
が国際舞台に活動の場があることを実感しまし
ょう。そしてワイズの心が大きく繋がりますよう
に
食事もスローライフ、手作りで美味しかった。

ＹＭＣＡだより
南山バザーについてのお知らせです。詳細は、
別紙をご参照ください。

横田憲子ファンド事業主任

