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「発達障害の概要」小川真紀氏（名古屋 

市発達障害者支援センターりんくす名古屋） 

10月第１例会 10月 12日（木）18：45～20：30 

 このテーマ

を選んだ理由

は 、 名 古 屋

YMCA には発

達障がいや自

閉症児をサポ

ートする教室

があり、また全

国の YMCA も永年に亘り、子どもや青少年の育成

に取り組む中で障がい者に対する支援を行ってき

たこと、加えて、私がここ数年、実行委員として関

わってきた YMCA チャリティーランは、障がいの

ある子どもたちを支援するプログラムであること

から、「（発達）障がい」に関する知識を更に会員と

共に共有できればと思ったからです。 

 そこで、ネット上で発達障がいや関連法規、関連

用語等を検索する中で、「名古屋市発達障害者支援

センターりんくす名古屋」に行きあたった。同所の

HP を見たところ、研修や講師派遣の制度があるこ

とが判り、早速申込を行ったところ、すぐに承諾の

連絡があった。しかし、同所では、ディナー形式で

の講義は前例がないということで若干戸惑いを見

せたものの、結果的には柔軟な対応をしていただい

た。なお、名古屋市発達障害者支援センターは名古

屋市・子ども青少年局の一部門であることも判った

ので、同局の元局長であり、嘗て卓話講師もしてい

ただいた佐合広利氏をゲストにお呼びした。 

 

 講義内容に関しては、小川講師により発達障がい

に関する情報をパワーポイントや DVD に要領よく

纏められており、説明も大変判り易かった。小川講

師の経験に裏打ちされた話も説得力があり、興味深

かった。 

                          

 問題点としては、講義時間が短か過ぎ、特に質問

コーナーでは質問者も多いにも拘らず時間の制約

により、中途半端に打ち切らざるを得なかったこ 

とである。参加者も思ったよりも少なく、もっと多

くの関係者に声掛けをしておくべきだったと反省 

される。今後、YMCA、ワイズの関係先に今回の 

講義や「りんくす名古屋」の存在を PRし、我々の 

活動の一助となればと考えている。 

 最後に、小川講師側から事前に依頼のあったパワ

ーポイント等による資料の整理を、忙しい中、浅野 

麻琴さんに準備していただき、この紙面をかりて感

謝します。     （柴田洋治郎・記） 

 ほかにゲストとしてボランティアセンター担当

のスタッフ藤本涼子さんがチャリティーランの PR

とラッフル券の販売に、

障がい児クラスを担

当している「ヨッシー」リーダー（聖徳大生）が 

卓話を聞きたいと出席された。 

 

◎第 24回名古屋YMCAインターナショナル・チャ 

リティーラン 11月 4日（土）10：00～15：00 

 名古屋YMCAがいま、一番大切にしているプロ 

グラムです。駅伝方式で 6人のランナーがレースを 

競うことにより、その参加費を全国の YMCA と名

古屋YMCAによる障がい児のための支援プログラ 

ムに用いられます。 

 名古屋東海クラブは今年も 2チーム（春日丘イン 

ターアクトチーム・名古屋YMCA障がい児クラス 

チーム）のスポンサーとなります。 

 また、ランナーのための飲み物の提供をします。 

当日は運営の協力と飲み物の提供にご協力を、そし 

てラッフル券の景品（企業などの提供）を楽しみに

買って下さい。 

◎来年は国際大会の年です。近い国ですから是非ご

参加ください。 

※Welcome to Yeosu Korea! Yes,We Can Change! 

 2018年 8月 9日（木）～12日（日） 

第 73 回ワイズメンズクラブ国際大会は韓国の

YeosuのExpo Convention Centerで開催されます。 
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第 4回名古屋 YMCA大会  ルブラ王山 

2017年 10月 1日（土）13：30～16：00 

 嘗ての会員総会にあたるYMCA大会が覚王山の 

ルブラ王山で開催された。 

 第 1部の開会礼拝、後藤田典子理事の説教「水が 

流れる」（ヨハネの黙示録 22章 17節）のあと第 2 

部は4月から就任された川本龍資公益財団法人名古 

屋 YMCA 理

事長の挨拶

があり、引き

続き永年継

続会員の表

彰があった。 

東海クラブ

では 10 年継

続会員の柴 

田洋治郎君、元会員の深川 直君、20年継続会員 

の鈴木一弘君、服部敏久君、メネットの松本淳子さ 

ん、元会員杉山敏雄君、元連絡主事の東田美保さん 

が表彰された。60年継続会員の尾関 明氏（名古屋 

クラブ）が代表して挨拶をされた。尾関さんは入会 

以前の幼少期よりお父上の尾関誠一氏につれられ 

てYMCAの活動に参加されていたので 80年以上 

YMCAとともにあった方です。 

  

 名古屋東海クラブは創立 50年を迎え、永年の 

活動に対して名古屋クラブ（70年）とともに特別 

表彰を受け、長谷川会長に感謝状が贈られました。 

 

第 3部では中村総主事の講演「YMCAブランディ 

ング つながる・みつかる・よくなる」と題し、こ 

の10月1日を期して全国のYMCAが一斉に発表す 

る新しいYMCAのロゴとスローガンが公表され、 

新しいロゴがプリントされた Tシャツを着て全員 

で記念写真を撮影した。そのあとの懇談会では和や 

かに会員同士語り合った。 

 

秋の根の上まつり 今年も楽しく 

 秋の根の上まつりは 10月 9日（祝）根の上キャ 

ンプ場で好天に恵まれ開催された。秋の根の上まつ 

りが始まって今年は 33年、参加者もやや少なくな 

ってきたが1953年の第1回の名古屋YMCA少年部 

のキャンプに参加したオールドメンバー寺本さん 

（元東海チャーターメンバー）をはじめ 80歳代の 

人、毎年参加の遠藤ファミリーの幼児まで 43名の 

懐かしい顔

ぶれが根の

上での再会

を楽しみま

した。 

 坂口料理

長（グランパ

スクラブ）の

美味しい料 

理、渡辺真悟根の上を愛する会会長（名古屋クラブ） 

川本龍資君（名古屋クラブ）、加藤明宏元総主事の 

親爺バンドによる楽しいキャンプソングを満喫、ま 

た来春の春の根の上まつり（4 月 29 日）での再会

を願い、15時ころ散会しました。 

 東海の参加者は浅野猛、池野、遠藤、大島、柴田、

長谷川、八木、山田、山村の各メンと柴田メネット、

遠藤ファミリー（6）、山村君の知人 7名。 
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お誕生日おめでとうございます 

メ  ン  11月 18日   遠藤彰一君 

      11月 21日   服部敏久君 

メネット  11月 17日   山田育江さん 

 

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 

Public Relations & Wellness 

「ワイズデーを PRして、ワイズメンズクラブの社

会的認知度を高めましょう！そして、EMC やクラ

ブ活性化に繋げましょう！」」 

     西日本広報・情報委員長 

伊藤 剛君（京都トゥビークラブ） 

10月第 2例会報告 19日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 12名  

①11月第 1例会：11月 9日（木）ラ・スースANN 

 18：45～20：30 担当：鷲尾文夫君 

 卓話「健康と人生の貸借対照表」 

 講師：田中保男氏（株みらい経営ヘルスケアコン

サルティング事業部シニアマネージャー） 

②今後の予定： 

 じゃがいも荷下ろし：10月 21日（土）南山 

 名古屋YMCA・南山バザー：10月 29日（日） 

 第 24回インターナショナル・チャリティーラン：

11月 4日（土）名城公園 9時集合 

 世界YM・YWCA合同祈祷週：11月 12～19日 

 11月第 1例会：11月 9日（木）ラ・スース 

 DBC交流会：11月 11日（土）・12日（日）御殿

場東山荘（御殿場クラブ・奈良クラブ） 

 中部合同メネット会・評議会：11月 18日（土） 

 名古屋YMCAチャリティーゴルフ：11月 24日 

③次期中部部長のスタッフ等について 

 柴田次期中部部長のキャビネット（書記八木・会

計浅野猛・事務局長橋爪・連絡主事浅野麻・Yサ

主査鈴木一）を確認。中部部会の日程は 2018 年

9月 2日（日）を候補とし、実行委員長を早急に

指名することとした。 

④名古屋YMCA・南山幼稚園バザーについて 

 昨年と同じ「ヤキトリ」を担当する。 

 9時集合。バザー券購入と提供品の依頼 

⑤12月第 1例会（クリスマス祝会） 

 担当：山村喜久君・浅野猛雄君  

 12月 2日（土）17：00～20：00 ラ・スースANN 

 会費：メン・メネット・中学生以上のゲスト 

7,000円 小学生・幼児 3,500円 

 会場は３階、礼拝は４階のチャペル（奏楽はラ・

スースに依頼する） 受付：17：00 担当浅野猛 

第 1部礼拝の司会は松本君、奨励を牧師に依頼し

たい。 ユースの招待は今年はなし。 

◎例会・行事の出席者 

 10月出席率 17／17 100％ 

 10月 1日：名古屋YMCA大会 浅野猛・浅野麻・

大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾 

 10月 8・9日 秋の根の上まつり 浅野猛・池野・ 

  遠藤（ファミリー6）・大島・柴田夫妻・長谷川・ 

  八木・山田・山村（友人 7） 

10月 12日：第 1例会 浅野猛・浅野麻・大島・

柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・八木・山

村・鷲尾 メークアップ：池野・遠藤・太田・

鈴木一・山田 ゲスト佐合広利氏・藤本涼子ス

タッフ・ヨッシーリーダー 

10月 19日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・太田・柴田・長谷川・松本・八木・山田・

山村・鷲尾 

10 月 21 日 じゃがいも荷下ろし 浅野猛・大

島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・鷲尾・

（山田 Jr・矢場とん社員・杉山敏雄） 

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

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：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・橋爪良和・遠藤彰一  ブリテン編集：松

本 勝（コーディネーター）・八木武志・浅野猛雄・

浅野麻琴  メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



      THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

      （○印・必要事項を記入の上、早めにＦＡＸ又はメール等にて返送して下さい。） 

 

・ＦＡＸ： ０５２-７５７-３３３２・メールアドレス：asanoma@nagoyaymca.org 

連絡主事  浅野麻琴 様       氏名             

名古屋東海クラブ１１月度出欠連絡票 
 出欠席 ゲストその

他の有無 

１．11 月第１例会 

 

11月 9日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

TEL０５２-９５０-０２８０ 

卓話と交流 

担当：鷲尾 文夫ワイズ 

卓話：田中保夫氏(株)みらい経

営ヘルスケアコンサルティン

グ事業部 

「健康と人生の貸借対照

表」 

 

出席 

 

 

 

欠席 

 

２．11 月第 2 例会 

 

11月 16 日（木）   

19：00-～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ  

出席 

 

欠席 

 

 

 

 

３．第 24 回ＹMＣＡ 

チャリティラン 

11月 4日（土）9:00集合 

名城公園 

出席 

 

欠席 

 

 

４．DBC 交流会 

（奈良・名古屋東海・ 

御殿場 3 クラブ合同） 

11月 11 日(土)～12 日(日) 

御殿場/東山荘他 

・受付締め切り 11月 3 日(金) 

出席 

 

欠席 

 

 

５．クリスマス祝会 

（12 月第１例会） 

12月 2日(土)17:00～20:30 

ラ・スース・ＡＮＮ 3・4F 

会費:中学生以上大人 7000円 

幼児・小学生 3500円 

 

出席 

 

欠席 

 

中学生以上大人 

    名 

 

幼児・小学生 

    名 

※12 月第 1 例会クリスマス祝会につきましても、開催期日が月初になっている関

係で、出席欠席状況をお知らせください。 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

