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「スペシャルオリンピックス」 

八塚奈保子氏（スペシャルオリンピッ

クス 2018愛知事務局長） 

5月第１例会  

5月 10日（木）18：45～20：30 ラ・スースANN         

 

 今月の卓話

講師をお願い

したのは、今夏

愛知県で開催

される 2018 年

スペシャルオ

リンピックス

日本夏季ナショナルゲーム・愛知実行委員会事務局

長の八塚奈保子さん。聞けば愛知県でのＳＯの立ち

上げ時期からの

ボランティアで、 

かって東海クラ

ブの連絡主事で、 

熱心にＳＯにか

かわっていた吉

田正さんとは苦

労を共にした間

柄と聞き、ビックリ致しました。 

 さて、スペシャルオリンピックスは、競技をする

知的障害のある人たちの、トレーニングやその他の 

サポートを通して、知的障害のある人たちと共に活

動し、楽しみ、共に成長することに大きな意義を見

出している活動です。そもそもは 1962年、故ケネ 

ディ米大統領の妹“ユニス・シュライバー”さんが 

知的障害のある子どもたちを自宅に集めてデイキ

ャンプを行ったのが活動の始まりと聞きました。 

彼女の姉ローズマリーには、知的障害があったそう

です。 

 そして、1968 年には、当時スポーツを楽しむ機

会が少なかった知的障害のある人たちにスポーツ

を通じ、社会参加を応援する「スペシャルオリンピ

ックス」を設立しました。 

 スペシャルオリンピックスの競技会では、可能な 

限り同程度の競技能力のアスリートが競技できる

ように、性別、年齢、競技能力などによってグルー 

プ分け（ディビジョン）が行われます。これによっ

て、自分の現在の能力を十分に発揮し、一番輝く機

会を得られると考えられています。 

 表彰台の上では、全てのアスリートに、メダルや

リボンがかけられ、順位だけでなく、最後まで競技 

をやり終えた事に対して、一人一人にかわらぬ拍手 

が贈られます。 

 さて、「2018年第 7回スペシャルオリンピックス 

日本夏季ナショナルゲーム・愛知」は、2018年 9 

月 22日（土）～24日（月・祝）の 3日間名古屋市、 

豊田市、刈谷市、日進市、大治町等のスポーツ施設 

で以下のように行われます。 

 9月 22日（土）：開会式 

 9月 23日（日）：競技 

        （予選・ディビジョニング） 

 9月 24日（祝）：競技 

        （決勝）／表彰／閉会式 

 競技種目は競泳、陸上競技、バドミントン、バス 

ケットボール、ボウリング、馬術、サッカー、ゴル

フ、体操競技、卓球、テニス、バレーボール、フラ 

イングディスクです。 そのころにはニュースでも

会場や種目が案内されると思います。ぜひ一度応援

にお出かけください。  （松本 勝・記） 

2018－19年度名古屋東海クラブ役員 

 会  長：池野輝昭  副会長：鷲尾文夫 

 直前会長（会計監査）：長谷川和宏  

 書  記（メール委員）：長谷川和宏 

 一般会計：太田全哉  特別会計：橋爪良和 

 連絡主事：浅野麻琴 メネット連絡員：松本淳子 

 ＥＭＣ：メンバー全員 

 YMCAサービス・ユース： 

  市内中学生BB大会：長谷川和宏・八木武志 

  チャリティーラン：柴田洋治郎・太田全哉 

  クリスマスカードC：八木武志・大島孝三郎 

  国際協力募金：鈴木孝幸・服部敏久 

  南山バザー：松本 勝・山田英次 

 国際・交流（DBC）：橋爪良和・遠藤彰一 

特別プログラム：山村喜久・遠藤彰一 

  クリスマス：山村喜久・浅野猛雄 

  チャリティウォーク：長谷川和宏・大島孝三郎 

  根の上担当：山村喜久・浅野猛雄 

  じゃがいも：橋爪良和 お年玉切手：鷲尾文夫 

ブリテン：松本 勝・八木武志・長谷川和宏・ 

      浅野猛雄  
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第 22回中部部会の 

記念講演の講師決まる。 

 2018－19年度の第 22回中部部会は 10月 6日 

（土）名古屋東海クラブがホストクラブで開催され 

ます。東海クラブメンバーそれぞれが叡智を出し合 

い、それぞれのできることで協力し、中部各クラブ 

のワイズメンを温かく迎えたいと思います。 

 現在の準備状況はまだまだのところ、プログラム 

の記念講演の講師が決まりました。 

 公益財団法人全国中小企業取引振興協会会長の 

中村利雄氏、71歳、名古屋大学法学部卒。中村氏 

は元中小企業庁長官、元 2005年国際博覧会（愛知 

万博）事務総長、元日本商工会議所専務理事、講演 

のテーマは愛知万博に関してお話頂く予定です。 

柴田次期部長の主題に合わせ、部会を大いに盛り上 

げましょう。 

 ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部 

第 22 回中部部会：2018 年 10 月 6 日 

   会場：アイリス愛知（中区丸の内） 

第 22回中部部会実行委員会 委員長：長谷川和宏 

2018－19年度中部部長        柴田洋治郎 

2018-19年度名古屋東海クラブ会長  池野輝昭 

2018－19年度 中部部長主題 

          「ワイズ総活躍中部」 

7月クラブ総会（裸で語り合う会）は一泊で 

 池野輝昭次期会長からクラブ総会は2年間1日開

催であったが今度は一泊し「裸で語り合う会」を復

活したいとの提案があり、7月 7日（土）・8日（日）

根の上の「あかまんま」で開催する事となった。 

 7 日（土）17 時開会、2017-18 年度の事業報告、

決算報告、19時夕食、食事後は寝るまで懇親会。い

ろんな課題に直面しているワイズ活動、ＥＭＣ、Ｙ

ＭCA サービスなど心を裸にして忌憚のない意見を

ぶつけ合い新しい 2018－19年度のスタートとなる

クラブ総会にしましょう。 

 翌 8日（日）は 7時半朝食、9時から議事を再開、

2018－19 年度の会長方針、年間計画、予算案など

について話し合います。 

 クラブ役員の案が5月第2例会で池野新会長から 

発表され、各委員の担当が決まりました。自分の果

たすべき役割を自分なりに考えて参加しましょう。 

「矢場とん子ども食堂」を始めました 

               鈴木孝幸 

 今年の 1月から「財団法人矢場とん子ども基金」

の主催で毎週木曜日に「矢場とん子ども食堂」を始

めました。 

 現在までに 17回行いました。夕方 5時から 6時

まで矢場とん社員が先生で「宿題タイム」、6時から

８時が「食事タイム」です。 子どもは無料、大人

200円、高校生まで無料です。 

 最初は子ども 16名、ボランテアの大人が 10数名

のスタートでしたが、今は 70 人位の子どもがきて

くれています。始めた頃は子ども達に「来週は友達

を連れてきてね」と頼むと「いやだよ。内緒だもん」

と、驚きました。今、一人っ子が多い家庭で、みん

なで食事をすることがいかに大切か、食べず嫌いの

子どもが他の子が美味しそうに食べているのを見

て食べられるようになったり、いつも一人で食事を

していた子が皆で食べる食事の楽しさを覚え、今で

は「お運び」や料理のお手伝い、洗い物と、チビッ

コが大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒に楽しん

でいるのを見ていて感動をおぼえます。 

 カンボジアに 10年で学校を 5校建てる約束を果

たし、今度は毎週の「子ども食堂」、71歳の私のメ

ネットは次から次へといろんな事に挑戦します。私

はそれを微力でサポートして、ＹＭＣＡで育った私

たち夫婦は死ぬまで社会への恩返しをしようと思

っています。 

 場所は鶴舞の元勤労会館の前、毎週木曜日 17 時

からやっています、毎週、献立が替わり楽しいです

よ。だれでも楽しく参加できます。是非「財団法人

矢場とん子ども基金」にご協力を！！ 

2018－19年度中部第 1回評議会 

次期スタート前、 

5月 19日（土） 

名古屋YMCAで 

開催。中部部旗が

山内ミハル部長

から柴田洋治郎次期部

長へ渡され。いよいよ柴

田体制が発足です。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   浅井秀明君 

結婚記念日おめでとうございます 

   長谷川和宏・君子さんご夫妻 

 

今月の西日本区強調月間 

評価・計画 

「10の目標のうち、5割達成できれば上出来。さあ、

あとひと月、あなたの目標達成度を、あと 1割引き

上げましょう。実践を通して。」  

   西日本区理事 

大野 勉君（神戸ポートクラブ） 

 

5月第 2例会報告 17日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 13名  

①6月第 1例会：6月 14日（木）ラ・スースANN 

 卓話「救急医療―急病で困った？愛知県救急医療

体制」 

 講師：野口 宏氏（愛知医科大学名誉教授 愛知

県救急医療情報センター顧問） 

担当：池野輝昭君 

②次期クラブ役員について 

 別紙資料により池野次期会長からの提案を了承 

③ブリテンの発送について 

 長谷川会長より次期のブリテン発送先について

提案があり原則、今期と同様にすることとなった。 

④中部部会の記念講演の講師について 

 中村利雄氏の了承がとれた。講演テーマは未定 

⑤今後の予定： 

 第 21回西日本区大会：6月 9・10日：神戸 

 7月第１例会・クラブ総会（裸で語り合う会）：７

月７日（土）・８日（日）根の上「あかまんま」

で１泊で実施、7 日 17：00 開会、夕食後懇親

会。翌 8日 9時議事を再開、終了後解散。 

  総会資料の作成は昨年に続いて八木書記が担

当する。 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

 第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会：8月 2日（木）～13日（月） 

⑥ゲストで 4月、5月と例会に出席された木村眞知

子さんは入会の意思を表明されたので入会を承

認。入会式を 7月例会でおこなう。 

 

◎例会・行事の出席者 

 5月出席率 17／17 100％ 

 4 月 30 日：春の根の上まつり 浅野猛・池野・

遠藤・遠藤ファミリー7・大島・柴田・柴田メ

ネット・橋爪・長谷川・八木・山田・山村 

  ゲスト木村さん・山村建材社員 3 

5 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・松

本・八木・山田・鷲尾  

メークアップ：池野・太田・鈴木一・山村 

ゲスト：木村眞知子さん 

 5月 17日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・柴田・鈴木一・長谷川・松本・八

木・山田・山村・鷲尾 

5月 19日：中部EMCシンポ：浅野猛・池野・柴

田・鈴木一・橋爪・長谷川・八木・鷲尾 

5月 19日：2017－18年度中部評議会 浅野猛・

柴田・長谷川・（鈴木一・橋爪・八木） 

5月 19日：2018－19年度中部評議会 浅野猛・

池野・柴田・鈴木一・橋爪・八木・（長谷川） 

 

◆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

                                                 



ＹＭＣＡ連絡主事 浅野麻琴 様  氏名       

東海クラブ６月出欠連絡 
 

企画行事 

 

日時・会場他 

メ ン の

出欠席 

ゲストの有無・そ

のお名前他 

１．2018年６月 

第１例会 

 

６月１４日（木） 

18:45～20:45 

担当: 池野 輝昭ワイズ 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

卓話：『救急医療:急病で困った 

ら？』 

―愛知県の救急医療体制― 

 野口 宏氏 

愛知医科大学名誉教授・愛知 

県救急医療情報センター顧問 

 

出席 

 

 

 

 

欠席 

 

有 

ゲストお名前 

（      ） 

（      ） 

 

 

 

２．2018年６月 

第２例会 

６月２１日(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

 

出席 

 

欠席 

 

３． 

西日本区大会  

６月９日(土)～１０日（日） 

神戸市内 

会場：ＡＮＡクラウンプラザ 

 

出席 

 

欠席 

 

４． 

７月第 1 例会 

クラブ総会（裸の会） 

７月７日（土）～８日（日） 

根の上高原「あかまんま」 

会費:１泊２食付き１万円 

 

出席 

 

欠席 

 

５． 

東海クラブ・ブリテン購

読方法のアンケート 

名古屋東海クラブ・ブリテンは毎月初、

掲載している中部ホームページから購読

できます。必要な方は、そこからプリン

トアウトもできます。 

 

郵送不要 

 

郵送希望 

 

 

 

 

７月号以降も郵送ご

希望の方にはお届け

します。 

６． 

 

   

（○印・必要事項を記入の上、６月８日(金)までにご返信下さい。） 

ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 

メールアドレス：m-asano@nagoyaymca.org 

 

2017-18 名古屋東海クラブ・ブリテン委員会 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

