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「高齢者のくらしを支える～介護・
介護保険や認知症について～」
１月第１例会 １月 14 日（木）ラ・スース ANN
今月の講師は
元東海クラブの
連絡主事でもあ
った熊沢政則さ
ん、名古屋 YMCA
退職後、老人保健
施設「愛泉館」の
施設次長を経て
現在はアドバイザーとしてなお老人問題に深く関
わっておられます。
お話は「高齢者のくらしをささえる」というテー
マで、中身は介護保険と認知症についてでした。
まず、介護保険や介護サービスについて学びまし
たが、これらは仕組みをしっかり理解し、上手く利
用しないと損だなと実感しました。また、ケアマネ
ージャーは気に入らなければ替えられるというこ
とも初めて知りました。
認知症は脳細胞が死ぬ、又は働かなくなることが
原因で、記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低
下、実行機能障害、感情表現の変化などの中核症状
から不安・焦躁、うつ状態、幻覚・妄想、徘徊、興
奮・暴力、不潔行為などの行動・心理状態を生み出
すなど、長生きすればだれにでも起こり得る病気で
あるとのことでした。
周囲の人間はこうした変化に戸惑い・否定・混
乱・拒絶しがちですが、障害を理解し、さりげなく
寄り添い、支援することが大切とのことでした。
その意味では、周辺にいる家族は、各地域にある
「包括支援センター」の上手な活用やセンターへの
相談がかなり重要であると実感しました。そして、
地域で温かく見守る仕組み作りが今後ますます重
要になっていくと思いました。
私たち自身もそう遠くない時期にやがてはたど
る道についてのお話でしたが、多くのメンバーは熊
沢さんとの久々の再会で懐かしく顔をほころばせ、
じっと聞き入る姿が印象的でした。
ゲストは鷲尾文夫さん（来月再入会予定）と松本
メネットでした。
（松本 勝・記）

（2）
なお、開会初めにスタッフの西野真希さんと中学生
バスケットボール大会で委員をされている鈴木和
代さんが出席し、今年岡崎で３月に開催される全国
デフバスケットボール大会（聴覚障害者によるバス
ケットボール大会）パンフレットへの協賛広告の依
頼があり、鈴
木孝幸君（矢
場とん）が快
諾した。
（八木武志）

次期会長よりのお願いです
2016～17 年度（次期）会長 浅野猛雄
◆１月第２例会において次期会長の指名を受けて
４回目の会長を引き受けることになりました。
つきましては３月の第２例会で次期のクラブ役
員を決定したいと思っています。
ご希望の役があれば、３月の第１例会までに申し
出て下さい。
申し出がない場合はこちらから指名させていた
だきますのでご承知置きください。
なお、どんな役があるかはブリテンの４ページの
右下をご参照ください。
※名古屋 YMCA 第 4 回チャリティーウォーク開催
東日本大震災から 5 年、復興の足並みは遅々とし
て進まず、愛知県へ避難されている家族も多い。そ
の方たちの悩みなどの相談にあたっている愛知県
被災者支援センターが主催する交流会が 2 月 11 日、
名古屋国際会議場で開催され、YMCA はこども広場
を担当する。3 月 11 日には追悼式が開催される。
盛岡 YMCA 宮古ボランティアセンターの活動を
支援する第 4 回名古屋 YMCA チャリティーウォー
クを 3 月 26 日（土）に開催する。詳しくは中部ホ
ームページをご覧頂きたいが、今回は東海道と中山
道を結ぶ尾張の主要道の美濃路のうち市内中心部
を歩きます。
朝 10 時に地下鉄神宮西駅を出発、高蔵公園、金山、
東別院、大須観音、広小路、ゴールは伝馬町（伏見）
尾張藩の高札場のあった札の辻で解散します。
天候にあわせ歩きやすい服装で参加してください。
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南山幼稚園８０周年記念コンサート
「気軽に楽しむクラシック名曲コンサート」

学校法人名古屋キリスト教青年会学園南山幼稚
園は前身の「南山小鳥の巣幼児園」が 1935 年に設
立以来、昨 2015 年 80 周年を迎えました。幼稚園の
保護者から子どもが楽しむコンサートを開いてほ
しいとの要望を受けて記念事業実行委員会が計画、
南山クラブとグランパスクラブが全面的に協力し
後援することになり 1 月 23 日（土）に開催された。
栄にある「宗次ホール」の協力で宗次ホールクラ
シック音楽届け隊の若手演奏家による弦楽四重奏
は４人のうち３人が菊里高校音楽科の出身で、南山
クラブの荒川文門君（英語）の教え子もいました。

ピンクシャツデーを知っていますか？
2 月最終水曜日（今年は 2 月 24 日）はピンクシ
ャツデーです。
名古屋 YMCA では『いじめ反対』
・
『いじめ撲滅』
の気持ちを込めてピンクシャツデーの取り組みを
しています・
ピンクシャツデーはカナダで始まった「いじめ反
対」の運動です。2007 年、カナダ・ノバスコシア
州のハイスクールの男子生徒がピンクのポロシャ
ツを着て登校したらからかわれ、暴行を受けた。耐
えきれず帰宅したことを聞いた同級生は「いじめな
んてもううんざりだ。アクションを起こそう」とピ
ンクのシャツを 50 枚ほど購入し、クラスメートに
呼びかけた。「明日、皆でピンクのシャツを着て登
校しよう」 翌朝の学校はピンク色に染められ、シ
ャツのない生徒はリボンや小物をもって登校して
きた。 言葉や暴力に対し、行動で意思表示をした
のです。この行動をきっかけにカナダでは毎年 2 月
の最終水曜日をピンクシャツデーとして、学校・企
業・個人の賛同者がこの日はピンクのシャツを着て
「いじめ反対」のメッセージを送っている。
名古屋 YMCA「いじめについて考えよう」の集い：
２月２４日（水）５F チャペル 18：30～21：00

沖縄・伊藤貴久君に会ってきました
11 月の卓話の講師、山下隆蔵氏も「南山小鳥の巣
幼児園」に在籍されたが、現在の幼稚園の園児もな
かなか元気、途中のクイズの時間には大勢が挙手し
答えていた。近隣の人達も大勢参加しホールは溢れ
んばかりで、東田美保園長（元東海連絡主事）も感
謝の挨拶で喜びを表していた。

」
南山クラブ、グランパスクラブのメンバーは駐車
場の整理や会場案内などを手分けして協力した。
雪が降ろうかという寒い一日でしたがご苦労様で
した。
なお、神沢ファミリーYMCA では 4 月 2 日（土）
に同じく「気軽に楽しむクラシックコンサート」が
計画されている。グランパスクラブが後援します。
他のクラブもぜひとも応援して協力しましょう。

沖縄を訪れたのを機会に、１月 22 日午後伊藤夫
妻にお会いしてきました。時あたかも寒波襲来の直
前でしたが、当日は幸いにも曇り空で、2 年ぶりの
再会を果たしました。
まず万座毛に案内して頂き、その海岸美に感嘆、
その後開学間もない沖縄科学技術大学院大学（そ
の設備の立派さにびっくり）のカフェでお互いの
近況報告と沖縄生活について話に花を咲かせ、夕暮
れの座喜味城跡にも
案内してもらいまし
た。
お二人は大変お元
気そうで、沖縄生活を
満喫されているよう
でした。伊藤さんは船を使って辺野古で仕事をされ
ていますが、クラブの皆様にくれぐれもよろしくお
伝えくださいとのことでした。
皆さんも沖縄をお訪ねの節には是非、伊藤夫妻に
お声をかけてあげてください。きっと大喜びだと
思います。
（松本 勝・記）
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お誕生日おめでとうございます
メ
ン 2月 5日
メネット 2 月 13 日
2 月 21 日
2 月 21 日

深川 直君
橋爪圭子さん
遠藤恭子さん
長谷川君子さん

結婚記念日おめでとうございます
2 月 17 日 柴田洋治郎君・純子さんご夫妻
2 月 28 日 浅野猛雄君・美也子さんご夫妻
2 月 28 日 鈴木孝幸君・純子さんご夫妻

今月の西日本区強調月間
TOF・CS・FF
「あなたの奉仕で世界は変わる。
」
西日本区地域奉仕・環境事業主任
川上孝司君（京都パレスクラブ）
1 月第２例会報告 21 日（木）19：00～21：00
名古屋 YMCA 会議室 出席８名
①2 月第 1 例会：2 月 18 日（木）18：45～
会場 YMCA（池下）担当：遠藤彰一君・八木武志
「オークション」TOF の月で食事はなし
②今後の予定：
南山幼稚園 80 周年記念コンサート
1 月 23 日（土）14：00～15：00
③次期会長・次期中部 YMCA サービス主査
次期会長は浅野猛雄君、主査は山田英次君となっ
た。
④御殿場クラブより 30 周年記念例会の案内
2016 年 5 月 29 日（日）新装の東山荘本館で開催
次年の予定表に書き加えてください。
⑤鷲尾文夫君の再入会 本人の意思を確認したの
で 2 月例会で入会式。
⑥第 14 回デフバスケットボール（聴覚障害者によ
る）大会が岡崎で 3 月 11 日（金）～13 日（日）
開催され、大会パンフレットに広告協賛をする。
⑦第４回名古屋 YMCA チャリティーウォーク：
「東日本大震災復興支援・3.11 を決して忘れない」
３月 26 日（土）10：00 地下鉄神宮西駅出発、東
別院、伝馬町札の辻を経て五条橋、円頓寺商店街
を目指す美濃路を歩く。参加費（1,000 円）をグ
ランパスクラブの東北被災地応援ツアーに託し、
盛岡 YMCA 宮古センターの活動に献金する。
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⑧卒業リーダー送別会：3 月 21 日（月・祝）南山
YMCA で開催される。荒川中部部長より今まで
は予算が少なく、ワイズの力でもっと充実したも
のにしたいとの呼びかけがあり、出来るだけ参加
して費用の負担を図る。
⑨お年玉年賀ハガキの 3 等記念切手の当選番号は
＜下２ケタ・69 と 90＞
◎例会・行事の出席者 1 月出席率 16／17 94.1％
12 月 28 日：第 3 例会（忘年会・いごこ家）
）
浅野猛・池野・大島・柴田・橋爪・長谷川・
松本・八木・山田・山村
ゲスト：青木哲史さん（グランパスクラブ）
1 月 14 日：第 1 例会
浅野猛・浅野麻・大島・柴田・鈴木一・鈴木孝・
橋爪・長谷川・服部・深川・松本・八木・山田・
山村 松本メネット ゲスト鷲尾文夫さん・鈴
木和代さん。西野真希さん
1 月 21 日：第 2 例会
浅野猛・浅野麻・池野・遠藤・柴田・長谷川・
八木・山田
1 月 22 日：インターアクト例会 鈴木一
1 月 23・24 日：学生 YMCA 東北支援 鈴木一
1 月 23 日：南山幼稚園 80 周年記念コンサート：
長谷川・八木
鈴木一弘君は学生 YMCA のプロジェクトで東北支
援活動のため宮城県北部と福島県で子どものカウ
ンセリングの手伝いと遊びのプログラムに参加。
◆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

