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「あなたの街の民生委員をご存じです

か」水野一宏氏（守山区民生委員） 

 2018年 9月 13日（木）ラ・スース ANN 

9月第１例会  

 講師の水野氏は名古屋市守山区の民生委員を 

しておられる方です。以下卓話の要旨。 

 金融の世界で長年にわたって仕事をして、地元を

離れていた経緯

から、地元、地 

域に何かお返し

できないかと願

っていた矢先、社 

会福祉協から民

生委員の仕事の

要請・委嘱の声が 

かかった。 

 生活の困窮や、さしたる健康の不具合もなく高齢 

をむかえようとしている皆さんは民生委員の経験 

はあっても、委員のお世話になることはなかったで 

しょう。ところが平均で 60代半ばの皆さんのワイ 

ズメンズクラブにも独居、健康障害、経済破綻、ご 

み屋敷、資産管理等で新たな厄介ごとを抱える可能 

性は否定できないと言われます。高齢者世帯、一人 

世帯が孤立と不安を抱え、援助を求める時にこれを 

支える行政との間に立ってパイプを作り、定期的に 

訪問し、相談にのっていくのが民生委員です。 

 更に、病気や障害を抱える段になると一歩入り込 

んで、生活保護の必要性の発見や通報支援などの状 

況把握に努めることになります。 

 社会動態の急速な変化は、行政からの法的、資金 

的な援助、支援を求める人々が増えています。そん 

な中で働く民生委員は約 300世帯で 1人配置され、 

非常勤公務員的な立場と役割を与えられます。 

 民生委員は対象者の極めて個人的な情報を知り 

うる立場であるため厳格な守秘義務が課されます。 

一方で、仕事に対する報酬はなく、無償ボランティ 

アといえます。 

 核家族化、詐欺事件、虐待、パワハラ、ごみ屋敷、 

子育て不安、生活困窮、障害発生、介護不安など次  々

と問題が生まれる地域の中で、ますます民生委員の 

重要性は増すばかりです。地域で生きて行くために 

                         

は無くてはならないものとして、資金、健康、人の 

つながりは非常に大切だと感じています。 

 困った時は町内の民生委員を訪ねてください。い 

ずれお世話になるかもしれません。 

 そんな意味では 1人 1人の繋がりを大切にするY 

MCAやワイズメンズクラブに所属する皆さんは、 

注目すべき存在だと感じました。 

 ※卓話後に委員の公募、個人情報の扱い、委員の 

給与などについての質問がありました。 

 最後に、盛りだくさんの第 1例会で、卓話に応じ 

ていただいた水野一宏さんに感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 （長谷川和宏・記） 

木村眞知子さん入会式 

 9月第 1例会で、木村眞知子さんの入会式を行い 

ました。東海クラブ初の女性メンバー、青年時代を 

過ごした京都でのYMCAとのつながりが時を経て、 

名古屋で「3.11被災地支援チャリティーウォーク」 

でのワイズメンズクラブとの出会いが入会へつな 

がりました。 

ワイズの活 

動に関心が 

深く、早速 

種々な活動 

に加わって 

おられます。 

まずはワイ 

ズライフを 

楽しんでく 

ださい。入会おめでとうございます。 

９月例会はゲストを多数迎え盛会でした。 
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さあ第 22回中部部会、東海のメンバ 

―の力を結集して盛り上げよう 

 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。中部各クラブのワイズメンにできるだけ参加 

してほしいので手分けしてクラブ訪問をして参加を 

呼びかけ、遠藤西日本区理事をはじめ区役員の方、他 

の部の方々、DBCの御殿場クラブのメンバー、勿論 

中部のメンバーが多数の参加となり、まずまず成功 

といえる大会となりそうです。あとは当日の進行が 

上手くいけば大成功。 

 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」 

 

終盤の呼びかけがみのり、東海のメンバーをふくめ 

参加申し込みは１１０名を数え、柴田部長、池野会長、 

長谷川実行委員長、本当にご苦労様でした。 

 

柴田さんのご尽力で当日の受付には「モリゾー」と 

「キッコロ」が皆さんを出迎えます。 

記念講演の講師の中村利雄氏は「愛知万博」開催時の 

事務総長をされていて、その後上海世界博物館理事を 

され、現在は公益財団法人全国中小企業取引振興協会 

の会長の要職に就かれています。 

「愛知万博の意義とその後の万博の国際的流れ」と題

し、お話をしていただきます。 

 

第１部の司会を松本勝君、第２部の司会を鈴木一弘君、 

浅野麻琴君が担当しますが、部会の成功は東海メンバ

ー全員の一致協力がなければスムースには進行しま

せん。どうか細かい所にも目をくばりご協力をお願い 

します。 

東海のメンバーは「ドラゴンズ」Tシャツを着用し 

来会者を出迎えます。（今年は現在最下位ですが） 

 

さあ、みんなで頑張ろう！！ 

                          

西日本豪雨被災地へ ～ユースとともに～ 

※鈴木一弘君は YMCA 同盟の災害地復興支援プログ

ラムで、広島県坂町小野浦地区へユースとともに。 

 

   

 ９月１９日（水）、西日本豪雨の復興支援ボランテ

ィアに汗を流してきました。名古屋東海クラブからの

「ユース活動支援金」を活用させて頂いたこと、まず

感謝申し上げます。 

 参加者は学生 YMCA より３名（中央大、京都大、

関西学院大）、大阪Y２名（スタッフ、野外リーダー）、

熊本Yより４名（スタッフ２名、留学生２名・ベトナ

ム、中国）、広島Y１名（保育士）。 

 作業内容は家屋の床を剥がして、床下に溜まり粘土

化した泥を掻きだし、土嚢に詰め、指定された集積場

所に軽トラックで運ぶこと。重労働のため、２０分作

業→１０分休憩の繰り返し。絡みつく泥、釘対策のた

め鉄板入りの長靴に足が思うように動きません。 

 しかし、道で会う地元の方から常に感謝の声がかけ

られ、ユースの頑張りに目を見張りながら、予定のワ

ークを終えることができました。 

 小野浦地区は海沿いの町であり、道路が寸断されて

ボランティアの参集が後手に回ったこと、また、全国

の YMCA の支援も夏季プログラムの時期で派遣等が

十分にできなかったこと、また、広島 YMCA 自身も

夏季キャンプや8月6日の平和記念式典等抱えるイベ

ントが多く、全面的な復興支援が出来なかった事情が

あります。以上の状況より、再びユースと共に赴く際、

はご支援を宜しくお願い申し上げます。（鈴木一弘） 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン   山村喜久君 10月 15日 

  メネット   鈴木純子さん 10月 27日 

  

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 

「国際組織であるワイズの一員として、一人一人が

ワイズの発展に貢献いたしましょう。」 

   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 20日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 14名 

①10月第１例会：10月 11日（木） 

 会場：ラ・スースANN  担当：鈴木孝幸君 

 講師：清里千聖氏（元 OSU アイドルグループリ

ーダー・愛知ジップFMで番組を担当） 

 入会式：神谷正博君・中江正典君・平田真博君・

真鍋孔透君の 4名 

②今後の予定 

 中部部会準備会：9月 27日（木）YMCA 

名古屋YMCA大会：9月 29日（土） 

 国際協力街頭募金：9月 30日（日）名駅前・栄 

 中部部会：10月 6日（土）アイリス愛知 

 秋の根の上まつり：10月 8日（月・祝） 

 10月第 1例会：10月 11日（木）担当 鈴木孝君 

 10月第 2例会：10月 18日（木） 

 南山バザー：10月 28日（日）南山YMCA 

  今年も「やきとり」を担当します。 

③DBC交流会（奈良・御殿場・東海）：2月開催を 

 予定し、準備委員に橋爪君・遠藤君・山村君・浅

野猛君・池野君を選出。 

④中部部会準備会：9月 27日（木）19：00～ 

 プログラム・進行時間の決定、最終打ち合わせ 

⑤西日本 7月豪雨被災地支援 

 西日本区へ9月第1例会のニコボックスの二万円

を特別会計より献金・送金した。 

⑥じゃがいもファンド：当クラブの集計 86箱。 

 昨年同様の 10㎏（男爵・農林・混合。かぼちゃ） 

 荷下ろしは 10月 20日（土）南山YMCAの予定 

 ご協力をお願いします。 

◎例会・行事の出席者 

 9月出席率 18／18 100％ 

  

 9月 7日：中部部会準備会：浅野麻・池野・大島・

太田・木村・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・

山田・山村 

 9 月 13 日：第 1 例会：浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・木村・柴田・鈴木孝・橋爪・

長谷川・服部・松本・八木・山田・山村・鷲尾  

メークアップ：鈴木一 

ゲスト：神谷正博さん・中江正典さん・真鍋孔

透さん・平田真博さん・尾関渚さん・飯田威夫

さん・義井裕子さん 

 9月 20日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・木村・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松

本・八木・山田・山村・鷲尾 

9月 27日：中部部会準備会 

9月 29日：名古屋YMCA大会 

9月 30日：国際協力街頭募金 

 

◆2018～2019年度クラブ役員 

会 長：池野輝昭 副会長：鷲尾文夫 書記：長谷

川和宏 直前会長：長谷川和宏 一般会計：太田全

哉 特別会計：橋爪良和  会計監査： 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：長谷川和宏 

YMCAサービス・ユース・地域奉仕・環境：（チャ

リティーラン）柴田洋治郎・太田全哉 （バスケッ

トボール大会）長谷川和宏・八木武志 （クリスマ

スカード）八木武志・大島孝三郎 （春のウォーキ

ング）長谷川和宏・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 ＥＭＣ：クラブ全員  国際・交流：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 

中部部長：柴田洋治郎 中部書記：八木武志  

中部会計：浅野猛雄 中部事務局長：橋爪良和 

中部連絡主事：浅野麻琴 

西日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部YMCAサービス・ユース事業主査：鈴木一弘 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



 ・ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２ 又は 

・メールアドレス： m-asano@nagoyaymca.org 宛、４日までに返信を 

連絡主事  浅野麻琴 様      氏名              

名古屋東海ワイズメンズクラブ出欠連絡票 
２０１８年１０月 出欠席 ゲストの有無・そ

の他 

１．第２２回中部部会 

１０月６日（土） 

10：30 集合 

アイリス愛知 １Ｆロビー 

出席 

 

欠席 

 

２．１０月第１例会 

 

１０月１１日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

ＴＥＬ052-950-0280 

担当:鈴木孝幸ワイズ 

入会式・卓話・交流 

入会者:神谷正博さん、平田

真博さん、中江正典さん、真

鍋孔透さん 

卓話者:清里千聖氏 

「アイドル！」 

 

出席 

 

 

欠席 

 

３．１０月第 2 例会 

 

１０月１８日（木）   

19：00～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ 5Ｆ 

出席 

 

欠席 

 

 

 

４．ＹＭＣＡバザー 

１０月２８日（日） 

9：00～14：00 

南山ＹＭＣＡにて 

出席 

 

欠席 

 

５．秋の根の上まつり  
１０月８日（月・祝） 

根の上キャンプ場（中津川） 

 出席ご希望は 

八木ワイズまで 

６．ワイズポテト荷下ろし・

引き取り 

 

１０月２０日（土） 

14:00～15:00 

南山ＹＭＣＡにて 

 指定時間に 

予告。１１月第１例会 

１１月８日（木） 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ 2Ｆ 

担当：大島孝三郎ワイズ 

  

予告。チヤリティーラン 

１１月３日（土） 

9:00～14:00 

名城公園にて 
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