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国際会長主題
「希望の灯となろう」
“Be the Light of Hope”
ｱｼﾞｱ会長主題
「希望の灯となろう」
“Be the Light of Hope”
西日本区理事主題 「思いやりを持ってワイズライフを！」“Enjoy Y’s life with Consideration ！”
中部部長主題
「楽しくワイズ、スクラム組んで」
クラブ会長主題
｢ＹＭＣＡリーダーと共に｣

８月号

200８年

――――――――＜今月の聖句＞―――――――――――
そこで、あなたがたに幾らかでも、キリストによる励まし、愛の慰め、”霊”による交わり、それに慈しみや憐
れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、わたしの喜びを満た
してください。
フィリピの信徒への手紙第２章１節～２節

グランパスホームページ

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

200８年８月例会ご案内
◎第一例会

日和田火祭り

◎中部合同特別例会 「楽例会」 開催予告

と き ：８月２日（土）
ところ ：日和田高原
詳細についてはメールにてお知らせします
今年は「楽例会」と同時開催のため、２班
に分かれて参加します。

と き ：８月２日（土）午後５：３０～７: ３０
ところ ： 名古屋港ポードビル４階
屋上ビヤガーデン
会 費 ：5,000 円(食事と生ビール飲み放題）
※但し、浴衣、アロハ、ムームー着用
の方は 4,500 円
●当日出演バンド募集中！

◎第二例会
と き ：８月２２日（金）
ところ ：未定
「納涼リーダー懇親会」
詳細は担当よりメールにてお知らせします。
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◎フィリピンワークキャンプ歓送会
と き：８月３１日（日）
ところ：名古屋ＹＭＣＡ
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クラブファンド（７月）
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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
開催日 ７月５日(土）～６日（日）
場 所 チッタナポリ（知多半島）
出席者：荒川、阿部、坂倉、坂口、佐藤、下村、三
井、服部、早川、松原、
ゲスト：荒川メネット、佐藤メネット＋コメット、服部メ
ネット、早川メネット＋コメット、松原メネット

名古屋グランパスワイズメンズクラブ
次期会長 坂口功祐
会長主題 「ＹＭＣＡリーダーと共に」
会員数（7 月 1 日現在）14 名
会長コメント
私は、中高校とＹＭＣＡ少年部に通って野外活動
等に参加させていただいておりました。その後、大
学生となりリーダーとして小中高の子供達と楽しい
時代を過ごさせていただきました。その頃のＹＭＣ
Ａは、用事が無くても皆が集まり遊んでいましたが、
そんな時多くのおじさんが混じりＹの大きな行事の
野外パーティーやバザーの準備に、時にはＹＭＣＡ
大会へ御殿場に連れて行ってくださりました。そん
な時は夜遅くまでお酒を飲みながら話し合い自分
の成長にはずいぶん大きな影響を与え下さりまし
た。自分も社会人となりしばらくして新しいワイズメ
ンズクラブができるのをきっかけに学生時代にお
世話になったお返しが少しでもできればと思いワイ
ズに入れていただきました。あれからＹＭＣＡも変
わり我々の活動も方向性を模索することで毎年終

わっておるように感じます。今年は、原点にかえりＹ
ＭＣＡリーダーへ何かサポートできないかと考えて
おります。今どんな活動をリーダー達が行っている
かも知らない現状で何ができるかわかりませんが、
今期１年はリーダーと関っていく活動をしたいと思っ
ています。もちろん、彼らの活動に邪魔にならない
ように、口を出さないようにあくまでも一歩離れてサ
ポートできる関わりを考えております。できれば最
終的に彼らの活動を何らかの記録にして多くの方
に紹介できるようになればいいと思います。我々も
若きリーダーより大きな影響を受けることと思いま
す。今年一年よろしくお願いします。

一年間の活動を収録した感謝状ＣＤを渡す直前会長

阿部一雄
今年は新会長が坂口兄となり知多にて一泊例会
が開催されました。坂口兄らしい企画で、例会に先
がけて船釣りの企画でしたので小学３年生の娘と
参加致しました。
釣り組は午後１時過ぎに片名港に集合し、いざ出
航！ 思ったより大きな漁船というよりはクルーザ
ーに乗り、10 分程で釣り場へ到着。
直ぐに餌を坂口兄につけてもらい戦闘開始です。
開始早々に娘がふぐをゲット！
その後もキスを中心にあちらこちらで釣りあがる
歓声が聞こえ、皆も順調に釣りあがっている様子。
餌付けや魚の取り込み坂口兄ありがとうございまし
た。車椅子では何も出来ません。助かりました。

お陰様で、当日は梅雨の合間となった暑い一日で
したが、二時間強あっという間に過ぎて、５時過ぎ
には夕方の乗船組を港に迎えに行き、船上パーテ
ィー？？？

荒川前会長、坂口会長ご苦労様でした。そして参
加されたワイズ、メネットの方々今年も宜しくお願い
致します。
下村さんに出席ポイント負けていましたので、個人
的には今年下村さんを上回るようポイント頑張りま
す！←低い目標ですね(笑)

船上で食べる海鮮料理は格別でした

こちらもあっという間に終了し、夜の例会へ慌ただし
く移動。荒川前会長の一年を振り返っての DVD、出
席ポイント表彰などこちらもあっという間に終了。
荒川前会長一年間ご苦労様でした。DVD 最高
に良かったですよ！
翌日は一年の活動方針を皆さんで討議。今年
は何かあるのかなぁ～？と思いきや、フィリピンの
活動が今年はあるようで、当クラブからも松原兄が
ワークキャンプへ出席との事。クラブで学生や松原
兄への支援が決まりました。

服装こそラフだが中身はフォーマル

海の香りいっぱいの一泊例会でした

船上の語らいも格別でした

また今回の例会で一番の嬉しい事は二人の新メン
バーが加わる事でした。
一人は以前当クラブに所属経験のある高田兄。返
り咲きはかっこいいです。ありがとうございます。
もう一人は三井前中部部長の会社の社員○○篠
崎兄。何度か例会に顔を出してくれていた方で、高
田兄を含め大歓迎です！
ぼちぼちワイズメン活動していきましょう。

ひまわりいっぱい持って帰りました

新入会員紹介

名古屋グランパスワイズメンズクラブ再入会

新入会員よりひとことご挨拶
信田 伊知郎
今回名古屋ワイズメンズクラブに所属されてい
る方々と色々御縁がございまして今回参加させて
いただくことになりましたが、実際のところ、どのよ
うな活動をどのように行っているのかをまだまだ理
解をしておりません。
しかしながら今まで何度かイベントには末席な
がらゲストとして参加をさせていただきました。その
中でも日和田高原のかがり火祭りでのチャリティー
として出店された店のお手伝いをさせていただい
際に、ワイズメンズクラブとはグローバル的な社会
貢献を目的としており、個人個人ではなかなかで
きない活動を、同一目的において集まった方々が
協力をされて活動しているということをその時にお
伺いをしました。
まだまだ若輩者ですが、これから諸先輩方から
活動の内容やその中で自分が果たす役割等々を
いろいろと教えていただきながら自分の持っている
力を発揮できればと思っております。
またこれを機会に新たな環境・役割の中でさらなる
成長をできればと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
※信田君は最近平均年齢の高まってきたグラン
パスクラブの年齢数値を一気に落とすべく、
若さとバイタリティある若者です。次世代との
パイプ役と成りうる貴重な存在として、これか
らのワイズ活動に期待が持てます。

高田 士嗣
この度、少しの充電期間を頂いて、名古屋グランパ
スワイズメンズクラブに再入会？しました高田です。
よろしく、お願いいたします。
私は、ワイスメンスクラブのガイドラインに記された
モットー、綱領、目的、主旨を読んでもいまいち理解
できてないのが正直な気持ちです。時にはワイズ用
語すら・・・・・？カンニングしてます。本当に入会して
も良いのかな？
毎年、会長が代わるたびに具体的な方針はあると
思います。今年度の坂口会長の「原点にかえりＹＭＣ
Ａリーダーへ何かサポートできないかと考えておりま
す」はよく理解できます。
しかし、会の長期路線、方針あるいは対外交的に
旗揚げされてるテーマは？となるとチンプンカンプン
正直理解してません。
これでは私自身、我々の会は、こう云った主旨と目
的を持って行動しておりますので参加しませんか？
とメンバーを勧誘できないと感じております。（私だけ
かも知れませんが）
勿論、そんな堅苦しいことは抜きにして、団体活動
の中での新しい体験や自己の啓発、啓蒙ができれ
ば、素晴らしい事とは思いますが。何か喉に小骨が
刺さった感じがしております。
個人的課題として、今年はその漠然とした物と一年
間お付き合いして、何らかの答えを見つけるのも、悪
くはないかなと思っています。
思いつくままに、好き勝手なこと認めましたが書き
良きアドバイスをお願いいたします。（小骨を取って
下さい）
※ 高田君は、これまで会友という存在でグラン
パスには外から支援していただいたが、やは
り中に入っての活動が重要との信念で再入会。
持ち前の行動力でグランパスには大きな戦力
が帰ってきました。

第二例会報告

一泊例会その他写真集

7 月 18 日(金） 名古屋ＹＭＣＡ 7:00～
出席者； 坂口、坂倉、徳田、三井、早川、松原
１．8 月 2 日(土） 中部楽例会０８ 名古屋ポートビ
ルについて
参加予定者：三井バンド 5 名、服部 2 名、坂野
２．8 月 2 日(土） 日和田の火祭りについて
参加予定者； 坂倉、坂口、荒川、松原、佐藤、
下村、高田、早川、南里
プラス・ メネット、コッメト多数
景品の準備 ：坂倉、早川
食事の準備 ：坂口
ビデオ撮影 ：松原
ＹＭＣＡのロビーでプログラム等の紹介で流
す。「ＹＭＣＡ日和田ロッジ、リーダーと子ど
もたちの活動等。」として
３．フィリピンハート♡キャンプについて
8 月 31 日(日）～9 月 8 日(日）
(1) 参加リーダーに帽子とヤッケを提供する
(2) 参加リーダー6 名に援助をする
６×２＝１２万円
(3) 歓送会の食事代会長会で他クラブに提案す
る。
(4) ハート♡キャンプのレジィメを作成すること。
４．納涼リーダー懇親会について
9 月 14 日、21 日、28 日、いづれかリーダーの
都合の良い日を決定してもらうこと。
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次々世代ワイズメン

今年の景品テーマは「若さと美貌を保つ」

他

１． 今月の誕生日
真面目な議事に徹した一泊例会でした

吉田
阿部
佐藤

一誠
一雄
壽晃

７日
８日
３０日

２． 西日本区強調月間
８月強調月間 Youth Activities
ワイズ理解とYMCA 理解を一層深め
ワイズとYMCA とユースにできる社会貢献
活動を探そう！
濵田 善秀 Ｙサ・ユース事業主任

メンバーに配布された記念感謝状ＣＤ

