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「今、子育てに必要なもの」 

 鈴木竜二氏（愛知こどものとも社長） 

９月第１例会 ９月 10日（木）ラ・スースＡＮＮ 

 今月の卓話講師

は、愛知こどものと

も社社長の鈴木竜

二氏にお願いしま

した。 

 鈴木氏は園児の

保護者向けの講演

会を開催するなど、幼児教育全般に関わる活動をし

ています。今回は、幼稚園・保育園の園児や保護者

と接しながら、日頃感じ、考えさせられていること

から「今、子育てに必要なもの」と題して話してい

ただきました。 

 

 骨子は次のとおりです。 

・子どもは「おもしろい」「楽しい」が基本。 

・乳幼児期は「知識」より「知恵」を優先すべき。 

・多くの経験・体験が生きる力を育む。 

・メディア（TV、ビデオ、パソコン、ゲーム、携帯

スマートフォン等）と上手に関わる事が大切。 

・新しい経験や体験をする子ども達にとって最も大

切な事は「安全基地」（セキュアベース）が備え

られているということ。しかし、過保護、過干渉

は決して「安全基地」とはならない。 

・すべての前提として、親、大人、友達等と共に居

る環境が無くてはならない。 

 

 今の世相を作り出してきた世代の者として、考え

させられる内容でした。 

 話の中で引用された「センス・オブ・ワンダー」

（レイチェル・カーソン著）の一部を紹介します。 

『子ども達の世界は、いつも生き生きとして新鮮で

美しく、驚きと感動に満ちています。残念なことに、

私たちの多くは大人になる前に、澄み切った洞察力 

を鈍らせてしまいます。生まれつき備わっている子

どもの「センス・オブ・ワンダー」をいつも新鮮に

保ち続けるためには、私たちが住んでいる世界の喜

び・感激・神秘などを、子どもと一緒に再発見し、

感動を分かち合ってくれる大人が、少なくとも一人、 

そばにいる必要があります。』  （深川 直・記） 

※中部部長の荒川恭次君がゲストとして出席し、 

第１９回中部部会への参

加アピールをし、特にメネ

ットの参加を要請された。 

 

 

東海だより・中部部会名古屋市公館で 

 今年はグランパスクラブがどんな部会をと興味

を持って迎賓館を想わせるる名古屋市公館に入っ

た。これが市の施設？ まずメネット会には 30名 

ほどの出席。東日本大震災県外避難者の高橋貴子氏 

が震災・原発事故により県外避難を余儀なくされた 

経緯、看護師として我が身に迫った災害発生直後の 

悲惨な生の声、避難先の名古屋で味わった３年余の 

避難生活、そして再び福島へ戻り生活再建に取り組

もうと至った経緯を心をこめてお話していただい

た。大切なことは「忘れないこと」と。 

 引き続き中部部会、山田英次会長らによるバナー

セレモニーから始まった。総勢約 100名、中部以外

から 40名、中部の 60名の中にプラザクラブの旗が 

今年は見られないのが寂しい。中部の宿題、二つ目 

の感想。 

 講演会は矢野きよ実氏による被災地支援・無敵プ 

ロジェクトの紹介。私たちに出来る事は「被災地を 

忘れないこと・想うこと」、被災地で子どもたちの 

中に入って心の声を聞き、一緒に書を書いている。 

子どもたちから預かっている書を携え、全国で展示 

し、紹介しながら市民と共に被災地の子どもたちの 

心に寄り添うことを試み続けている。 

 最後にサプライズ、相棒（元 Jウォークの）、か 

の男性ボーカリストの登場。こどもたちの言葉を綴

った歌詞の歌を１曲、河島英吾の歌から１曲。矢野 

氏の話にシンクロし聴きごたえがあった。 

 例によって最後は懇親パーティー、年に一度の合

同コンパである。テーブルを巡っては次々と飲み物

を空ける、皆まだ若い。 

終わってみて感じた事は今少し参加しやすい参

加費設定を望むの

は私だけだろうか。

こうして中部・名古

屋・クラブの今期も

始まった。 

（長谷川和宏・記） 
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全国リーダー研修会 in日和田 

 久しぶりに名古屋

YMCA が主管して全

国リーダー研修会が

日和田キャンプ場で

開催された。６月から

運営委員会が組織さ

れワイズメンでは名

古屋クラブの渡辺真悟君、グランパスクラブの荒川

恭次君、吉田一誠君がリーダーOB としての経験を

通して助言と提案をしてきた。実際の企画は現役の

リーダーたちが自らの知識と経験（リー研に参加し

たことのないリーダーも）を皆で話し合いながら９

月になってやっと形になってきた。事務局から各ワ

イズに協力が要請されたが具体的には何をやった

ら良いかつかめない状況であった。グランパスクラ

ブが給食サービスを全面的にサポートすると決め、 

初日の夕食に「名古屋めし」で歓迎するメニュー 

にして東海クラブも「みたらし」か「五平餅」をや

ってくれないかと吉田君からお誘いがあった。 

 そこで長谷川君が日頃中津川の古民家で活動し

ているので中津川の五平餅の名店「喜楽」の五平餅 

はどうかと、何度も中津川へ行き、実際に買ってき

た生の五平餅を家で試作してみた結果ある程度焼

いたものをキャンプ場で再度焼くことにした。 

店主はYMCAのキャンプ場と聞いて自分が行って 

焼いてやろうかと、根の上キャンプ場だと思ったよ

うでした。 

 19日、柴田君の車に大島君と橋爪君、長谷川君の

車に猿渡さん、八木君は JR で中津川で合流、アピ

タで昼食と買い物をして「喜楽」で五平餅を受け取

り日和田に向かった。 

 日和田ではすでにグランパスメンバーが少年部

OB、リーダーOBの女性陣とともに夕食の準備に取

り掛かっていた。３時半にバスが到着、全国各地か 

ら元気溌剌のリーダーたちがいつもと違い引率さ

れて下りてきた。 

ロビーで寛ぎ、歓迎のキャンプソング、オリエンテ

ーションに続きBサイトで生活のテント設営。 

 19日の夕食は「名古屋めし」で歓迎ということで 

グランパスクラブが用意したものは「キシメン」「串

カツ」「手羽先」「とんてき」など、我が東海は木曽 

名物「五平餅」、２階のホール内で焼くので長谷川

君が用意したバーベキューセットでの炭火の煙り

が出ないようにするのは至難の業、試行錯誤の結果 

外で焼いたものを中のセットで焼き直すことに。 

  

それでも一度非常警報のベルがなりました。「名古

屋めし」は好評でどれもす

っかり完食となりました。 

なお、矢場とん提供の豚肉

は 20 日の夕食で豚汁とし

て提供されました。名古屋

の味付け、特に味噌は全国

のリーダーたちには初めてという子もいたようだ 

 基調講演をされた酒井哲雄氏、藤井三弥子氏、神

埼清一氏、いずれも実際のキャンプの経験豊富な

方々で中身の濃いお話でした。 

酒井氏は日本キャン

プ協会の名誉会長で

大阪 Y や同盟で日本

YMCA のキャンプ事

業を牽引されてきた

私達の大先輩です。 

 名古屋クラブの渡辺真悟君と川本龍資君は全期

間、ギターでプログラムの始まりと終わりに歌うキ

ャンプソングなどの伴奏を行い、金沢クラブの清水 

会長は大阪YのリーダーOBでもあり、金沢からは 

２時間半かけて参加し金沢でも少年キャンプをや

りたいと云っていました。ともかくグランパスクラ

ブの活躍は特記ものでした。また、名古屋のリーダ 

―にとって大きな収穫となった研修会であった。

（八木武志・記） 

秋の根の上まつり開催：10月 12日（月・祝） 

前夜祭：11日（日）夜「あかまんま」で 

  

第 22回名古屋ＹＭＣＡチャリティーラン； 

11月 7日（土）名城公園 

２チームのスポンサーと飲み物の提供をします。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン 10月 15日  山村喜久君 

 メネット 10月 27日  鈴木純子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

今月の西日本区強調月間 

 BF・EF（Brothehoodfund &Endowmentfund） 

「国際組織であるワイズを再認識し、世界の動きに

則した活動をしましょう。」 

  西日本区国際・交流事業主任 

中井信一君（奈良クラブ） 

9月第２例会報告 17日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席９名 

①10月第 1例会 担当：橋爪良和君・松本勝君 

 10月 3日(土）・4日（日）犬山リバーサイドＨ 

 ＤＢＣ交流会・中部部長公式訪問 

 集合：３日 13：30犬山城駐車場 

    犬山市街散策と犬山城見学 

    ４日明治村見学 昼食後現地解散 

 御殿場クラブ１４名・奈良クラブ１０名参加 

②今後の予定： 

 全国リーダー研修会 in 日和田：９月 19 日(土)～

22 日(火) 名古屋 Y の主管で開催。19 日のウェ

ルカムパーティーで名古屋メシ「五平餅」を提供 

第 19回中部部会：9月 26日（土）市公館 

根の上ワーク：９月 27日（日） 

 10月第 2例会：10月 15日（木）ＹＭＣＡ 

 秋の根の上まつり：10月 12日（月・祝） 

  根の上キャンプ場（前日前夜祭予定） 

③第 19回中部部会（９月 26日）の参加登録 

 参加費：12,000円（受付開始 12：00～） 

 中部メネット会：11：00～（参加費 500円）  

 第 1部式典：12：30～ 

 第 2部記念講演：13：10～講師矢野きよ実氏 

 第 3部懇親会：14：30～ 

④11月第１例会：卓話「八事・杁中歴史散歩」 

 担当：大島孝三郎君 南山クラブと合同例会 

 12月第１例会：クリスマス祝会 12月６日（日） 

⑤ジャガイモファンドは今年も実施します。ご協力

を。現在の数量 101箱 

 到着日は 10月 17日（土）14：00南山ＹＭＣＡ 

◎例会・行事の出席者 ９月出席率 15／17 88.2％ 

 ９月４日：全国リーダー研修会実行委員会 

  大島・柴田・長谷川・八木  

 ９月７日：名古屋地区連絡会 

  長谷川・八木 

 ９月 10日：第１例会） 

  浅野猛・浅野麻・遠藤・大島・柴田・鈴木孝・

橋爪・長谷川・服部・深川・松本・八木・山村 

  ゲスト：荒川恭次中部部長 

メークアップ：山田 

 ９月 11日：市内中学生バスケットボール役員会 

  長谷川・八木 

９月 17日：第 2例会 

 浅野猛・浅野麻・大島・柴田・橋爪・長谷川・

松本・八木・山田 

９月 19日～21日：全国リーダー研修会 

  大島・柴田・橋爪・長谷川・八木・（猿渡）  

 ９月 26日：第 19回中部部会 

  浅野猛・大島・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・

松本・八木・山田 

 橋爪メネット・松本メネット 

 ９月 27日：根の上ワーク 

  浅野猛・八木・山村・（八窪） 

◎コカリナ音楽会：10月 17日（土）ばんこの里会

館（四日市市陶栄町・近鉄川原町駅東）２時半 

 主催：三重YMCA・四日市ワイズメンズクラブ 

◎南山ピースフルサンデー（バザー）：10月 25日 

 今年もご協力をおねがいします。 

 集合：９時半頃 南山YMCA（幼稚園） 

◆2015～2016年度クラブ役員 

会 長：山田英次 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：松本 勝 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：浅野麻琴  メール委員：八木武志 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・鈴木一弘・

大島孝三郎  ＥＭＣ：服部敏久・山田英次   

地域奉仕・環境：野村秋博・池野輝昭  

国際・交流：松本 勝・鈴木孝幸・橋爪良和  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

深川 直・八木武志・浅野猛雄 

根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・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 

区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 中部EMC200

推進チーム委員：山田英次・山村喜久

                                                 


