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「救缶鳥プロジェクト」 

秋元義彦氏(㈱パン・アキモト代表) 

11月第１例会 11月 14日(木）ラ・スースＡＮＮ 

 今月は「救缶鳥」 

プロジェクトを展

開されている秋元

義彦氏を栃木県か

ら招きお話を聞い

た。 

「救缶鳥」プロジェクトは、災害に備え非常食とし

て備蓄している缶詰のパンを、賞味期限(３年)の切

れる一年前に次のパンを購入し、残り一年のパンを 

義援物資として国際貢献に役立てようとするもの

です。秋元さんは栃木県でパン店を営み、学校給食

用のパンを作っておられ、平成７年にパンの缶詰を 

発明、非常食やスペースシャトルの食事用などに採

用された。さらに販路を広めようと考え、平成 21

年に「救缶鳥」プロジェクトを始めた。企業として 

成り立ち、社会貢献にもなるとの思いであった。 

 購入後２年で次のパンを申し込む時に支援活動

に参加することを表明するとヤマト運輸が配達時

に回収し、NGO日本国際飢餓機構等を通して飢餓 

に苦しむ国の人々のもとに送られる仕組みである。 

 鈴木孝幸君からカンボジアの学校建設の経験か

ら外国へ物資を送る経費はばかにならないほど掛

かる、物を送るより現金で現地で調達する方が効率

的ではとの問いかけがあった。非常食として備蓄さ 

れた食料品は処分されることが多いと思われるの

で、このプロジェクトはある意味で大きな役割を果

たしている。日本の賞味期限切れで処分される食料

品は膨大である。 

 今月の担当の深川 直君の勤務する金城学院で

もこのプロジェクトに賛同し多くの学生が参加し

ているとのことである。 

 ゲスト出席の池野輝昭君は元東海のメンバーで、 

元日本区の会計をしたワイ

ズメンでしたが、身体を壊し 

しばらく離れていた。８月の 

ビアガーデン納涼例会、10

月の根の上まつりに参加さ

れ、またワイズに戻ろうかなと思っているようです。 

          （書記・八木武志） 

     会長メッセージ ⑥  

 会長 山村喜久               

2013~2014年度 

 会長主題 

「何にでも challenge」 

 東海クラブの会長を拝

命して半年が過ぎようとしています。何とかやって

こられたのはメンバーの皆さんの力添えのおかげ

と思っています。1月から 6月までの後半も皆さん

の励ましのなか精一杯クラブ運営に力を尽くした

いと思います。 

 1月からの行事予定と担当は次の通りです。 

1月：第 1例会 1月 9日(木) 担当野村君 

   第 2例会 1月 16日(木) 

   中部EMCセミナー：１月 18日(土) 

2月：テジョンクラブ訪問予定(3～6日) 

   第 1例会 2月 13日(木) 杉山君・鈴木孝君 

  第 2例会 2月 20日(木) 

3月：第 1例会 3月 13日(木) 橋爪君 

   第 2例会 3月 20日(木) 

   中部評議会・YYフォーラム：３月 21日 

４月：第 1例会 ４月 10日(木) 鈴木一君 

   第 2例会 ４月 17日(木) 

   春の根の上まつり４月 29日(祝) 

５月：第１例会 ５月８日(木) 長谷川君 

   第２例会 ５月 15日(木) 

６月：第１例会 ６月 12日(木) 遠藤君 

   第２例会 ６月 19日(木) 

   第 17回西日本区大会 14・15日 岩国 

   春の国際協力キャンペーン・街頭募金 

 根の上ワーク（11月 16・17日） 

 

「ナガイ」ストーブのおかげで夜も快適、ゲストは今枝君 

 
落ち葉が一面に、黄葉は今が見頃、久しぶりに倒木を燃やす。 
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 11月第２例会報告 21日（木）19：00～21：00 

名古屋YMCA会議室 出席 13名  

①12月の予定：第１例会（クリスマス祝会）：12月 

15日(日)担当：伊藤貴久君・服部敏久君・浅野猛 

雄君・山村喜久君 会場：名古屋出雲殿 集合・ 

17：30 第１部：礼拝 18：00～18：30  

  司会：八木武志君 感話：山村喜久会長 

 第２部：晩餐会 18：30～20：00 

  司会：鈴木孝幸君 ビンゴ進行：服部敏久君 

 会費：メン・メネット・大人のゲスト：5,000円 

・第２例会：12月 19日(金) 

・第３例会（忘年会）：12月 27日(金)19：00味仙 

②第 37回平和の使者クリスマスカードコンテスト 

 審査会：12月７日(土) 展示：12月 19日(木)～ 

25日(水)栄・市民ギャラリー（地下鉄久屋大通り 

駅北側上）表彰式：12月 21日(土) 山村会長よ 

り東海ワイズメンズクラブ賞を授与 

③クリスマスキャロル inタワーズガーデン 

 12月 23日(月・祝) 17：30～19：00 

④1月第 1例会：1月 9日(木) 担当野村秋博君 

・中部EMCセミナー：１月 18日(土) 

⑤フィリピン台風 30号災害緊急支援募金 

 名古屋YMCAのものと同盟・西日本区のもの 

⑥次期役員 次期会長に松本勝君を選出 

 その他の役員は次月正式決定 

ピースフルサンデー：10月 27日（日） 

  
チジミ、キムチ、冬瓜、ギンナンを販売。売上 75,410円 

第 20回チャリティラン：11月 2日（土） 

  
柴田洋治郎実行委員長のもと名古屋 YMCAへ支援金 3,147 

千円を拠出した。東海クラブは参加者に飲み物を提供した。 

 

リーダーチームHA－YA－O  桜花学園 IAC－Aチーム 

   

 

メネット女子会 紅葉狩りとお食事会 

 暖かく晴れた 11月 21日（木）、紅葉狩りとお食 

事会をもちました。参加は伊藤聡子メネットと松本 

淳子メネットの二人だけで、いつもなら延期する人 

数なのですが、今回は、紅葉は待ってくれない、と 

決行しました。 

 場所は、アクセスの良い名古屋市熱田区の白鳥(し 

ろとり）庭園です。正門を入っていくと、赤く色づ 

いたもみじが迎えてくれました。まだ紅葉は 6～7 

割といったところでしょうか。週末の観楓会はまさ 

に見頃だと思われました。水辺に映える数寄屋建築 

の茶室清羽亭の横のほうに目をやると、円錐形の雪 

吊りが水鏡にも姿を映し、えも言われぬ美しさです。 

見事な造形美に、庭園を作り上げる方々の心意気を 

感じました。兼六園まで行かなくても十分ねと話し 

ていました。 

 色とりどりの大きな錦鯉に餌をやる、近くの保育 

園児たちを微笑ましく見ながら、水の旅が始まる滝 

まで行き着きました。渓谷を描写した風景と真紅の 

彩りを添える木々に見とれ、限られた空間の中にも 

自然の織り成す芸術が息づいていることに感動し、 

庭園をあとにしました。 

    

 お昼は近くの「甲羅本店」で、かにづくしのラン 

チをいただきながら、中部部会メネットアワーの報

告を。さらに、メネット通信第１号を見ながら、今

年度のメネット国内プロジェクト、障がいを持った 

方の芸術作品の展示とその関係者の講演を各部で

開催することについて話し合いました。 

 あっという間に時間の過ぎた一日でした。次回は 

１月に、メネット女子会新年会を予定しています。 

     （松本淳子・記） 
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット  12月２日  伊藤聡子さん 

       12月 31日  深川康子さん 

今月の西日本区強調月間 EMC－M 

「MCのMはMenbership。会議や奉仕の中にも 

 『親睦』を大切にし、メンバーひとりひとりが 

 成長できるクラブの風土を育てていきましょ

う！」 西日本区EMC事業主任 

為国光俊君（京都パレスクラブ） 

東海だより チャリランエピソード 柴田・記  

＜熱心な人々＞出場ランナーと共に、企業チーム中 

心に応援団がかなり来場していた。実行委員長とし 

て、後日出場チームの企業に御礼訪問したところ、 

早く表彰台での写真が欲しいとの依頼があった。社 

内報に載せたいからというのがその理由、又ある企 

業では、応援に行っていたが中日新聞に載ったチャ 

リラン記事の写真に自分も写っていたと自慢され 

た総務部次長さんもいた。 

＜国際化＞今回は外国人だけで構成されたチーム 

が３組あった。「インターナショナルチャリティラ 

ン」との名称になっているので、少し「国際化」に 

も近づいたか。 

＜学校チーム＞例年になく、チームレースに７組参

加と多かった。若さあふれる彼らのランは YMCA

の掲げる「青少年の育成」にも合致していると思わ

れる。 

＜ラッフル景品の人気度＞例年同じ傾向だが、私が 

選んだのは、歓声の挙がり方からして筆頭は子供中

心にグランパスのサイン入りサッカーボール、その

他人気景品は、海外往復航空券、健康器具、日本酒 

「久保田」、折りたたみ自転車、Will等など。 

＜面白いラッフル抽選会＞私が毎年楽しみにして 

いるコーナー。これは何が当たるというよりも、YM 

CA女性スタッフの司会進行による絶妙な場の盛り 

上げ方にある。日頃、子供たちに接する機会が多い 

ので、場を楽しくする術が自然と身についている。 

＜母校のチーム＞私事で恐縮だが、出身高校（野村 

メネットの出身高校でもある）の硬式野球部が出場 

した。大した実績のある野球部ではないので全く期 

待していなかったが予想に反し、ぶっちぎりで優勝 

してしまった。彼らの写真を母校に届けたところ、 

非常に喜ばれ、来年も是非出場したいとのこと。 
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1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○  ○ ○  400 

3 伊藤 貴久 M ○  ○  10,400 

4 遠藤 彰一 M ○    1,200 

5 柴田洋治郎 ○ ○ ○ ○     400 

6 杉山 敏雄 ○   ○ ○  3,000 

7 鈴木 一弘 M   ○    

8 鈴木 孝幸 ○      2,400 

 9 野村 秋博 ◎ ○  ◎   1,000 

10 橋爪 良和 ○ ○  ○   1,600 

11 長谷川和宏 ○ ○ ○ ○ ○    200 

12 服部 敏久 Ｍ ○     

13 東田 美保 ○ ○ ○ ○     600 

14 深川 直 ○      1,200 

15 松本 勝 ○ ○       400 

16 八木 武志 ○ ○ ○ ○ ○    600 

17 山田 英次 Ｍ ○     1,000 

18 山村 喜久 ○ ○   ②  2,600 

        

 メネット １   1   

 ゲスト １    １  

◆2013～2014年度クラブ役員 

会 長：山村喜久 副会長：松本 勝 書記：八木

武志 直前会長：鈴木一弘 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和 会計監査：（直前会長） 

連絡主事：東田美保 メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：野村秋博・山田英次 

ＥＭＣ：鈴木孝幸・深川 直  地域奉仕・環境：

柴田洋治郎  ファンド：伊藤貴久・遠藤彰一 

交流：服部敏久・橋爪良和（奈良）・杉山敏雄（御

殿場） 広報・ブリテン編集：長谷川和宏・深川 

直・八木武志  （発送）：浅野猛雄・長谷川和宏 

根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・杉山敏雄・八木

武志  メネット連絡員：松本淳子 

 

◆西日本区委員・中部役員 

メネット事業委員：野村靖子 ワイズメンズワール

ド編集委員長：野村秋博 区組織検討安全対策委

員：鈴木孝幸 中部地域奉仕事業主査：鈴木一弘

                                                 


