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「木材の利用は山村（やま）と 

都市（まち）をつなぐ架け橋」 

佐久間学氏（愛知県林務課課長補佐） 

 

4月第１例会 4月 11日（木）ラ・スースANN 

 ６月２日、愛

知県では 40 年

ぶりの「第 70

回全国植樹祭」

が森林公園で

開催されます。

戦争による森

林の荒廃を再

生させるため、植 

林を全国に呼び掛けようと、天皇皇后両陛下が必ず 

参加して毎年行われてきた国民体育大会と並ぶ国 

の行事です。 

 しかし、現在の日本の森林は、木を植えることと 

同時に木材を利用することの必要に迫られていま

す。それは何

故なのかを、

愛知県林務

課 課長補佐

の佐久間学

さんに聞き

ました。 

 

 

 山には長い間の植林によって森林資源が蓄積さ 

れる一方、木材成長量の 3分の 1しか利用されて 

いません。山は間伐、育林などの手入れをしなけれ 

ば荒廃し、貴重な資源が朽ちて行くことになります。 

山が荒れれば保水機能も低下し、都市への水の安定 

供給も脅かされます。 

 自然素材である木材は多くの人に愛される一方 

で、近年の木材利用は減少。そのため木材価格は 

低下し、山の木を切ってもその経費が賄えない状態 

です。さらに、雇用は減り、山里の人口減少にもつ 

ながっています。つまり、木材利用は自然を守り資 

源の持続的利用を進めるため、とても大切なことな 

のです。木を切って、植えることを持続していけば、 

                        

資源は循環し、日本の国土も守られます。 

 普段あまり聞くことのない内容でしたが、大変 

参考になるお話でした。 

        （橋爪良和・記） 

 

 

 

 
 

なお、ゲスト出席の宮川 貴さん（鷲尾君紹介）は 

 

5月第 1例会（5月 9日）の卓話の講師をお願いし 

てあり、テーマは「事業承継問題・後継者不在の 

問題について」です。 宮川さんはゲストとして 

2回目で 5月で 3回目になります。 
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チャリティーウォーク 2019（美濃路） 

3月 30日、名古屋の五条橋から清州の五条橋まで 

8 回目となるチャリティーウォーク、参加費を災害

復興活動支援にYMCA同盟に献金（23,000円）。 

 

参加者は 31名（内家族 6組）、一般参加が 8名。 

  

スタート直後から健脚組とぶらぶらと街並みを眺

めながら歩く組と離れ離れ、ゆっくり行こうよ。 

 

朝日新聞の広報をみて参加の健脚組、ぶらぶら歩く 

ワイズメン、五条橋から浅間町の YMCA 日本語学

院、東枇杷島への美濃路には所々古い民家がのこり 

懐かしい製菓会社があった。白山神社の桜も満開。 

庄内川を渡り清州市西枇杷島に入る。西枇はお寺や 

神社が多い、山車蔵や問屋記念館を横目に途を急ぐ。 

西枇杷島も昔からの民家が美濃路沿いに数多く残

っていて、戦前に建てられた 3階建ての民家もあっ

た。「一休庵」に落語会のポスターなどが掲示され 

 

ていた。尾張藩の土器野刑場で処刑された罪人を弔

う為に建立された瑞正寺を過ぎると清州市新川町、

須ケ口にある一里塚は江戸から92里目、丸の内に、

 

「まげわっぱ」の店。やっと清州の五条橋に到着。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メ  ン 山田英次君 柴田洋治郎君 

       浅野猛雄君 鈴木一弘君 

       池野輝昭君 大島孝三郎君 

       鈴木孝幸君 松本 勝君 

メネット 野村靖子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

    橋爪良和君・圭子さんご夫妻 

    服部敏久君・正子さんご夫妻 

 

今月の西日本区強調月間 

LT Leadership Training 

「リーダーシップを学んでください！クラブ、部、

区、あらゆる機会にリーダーシップの学びの場が有

ります。全てを有意義に捉え、スキルアップし、リ

ーダーシップを身に着けてください。全てを楽しん

でください。 Y’sly」 

   西日本区ワイズリーダーシップ開発委員長 

船木順司君（京都トップスクラブ） 

 

4月第 2例会報告 18日（木）18：45～20：30   

 名古屋YMCAチャペル 出席 11名 

※5月第 1例会：5月 9日（木）ラ・スースANN 

 ・卓話「事業承継問題解決への貢献：後継者不在

企業の受け皿会社としての弊社の活動」 

 ・講師：宮川 貴氏（なごやホールディングス株

式会社取締役副社長）  担当：鷲尾文夫君 

※今後の予定 

 ・春の根の上まつり：4月 29日（月・祝） 

   根の上キャンプ場 

 ・とやまクラブチャーターナイト：5月 11日（土） 

 ・第 4回中部評議会：5月 25日（土）YMCA 

 ・6月第 1例会：6月 13日（木）担当：松本勝君 

 ・第 22回西日本区大会：6月 22・23日 京都 

 ・アジア太平洋地域大会：7月 19～21日 仙台 

※協議 

 ・クラブ総会：7月 6・7日 「あかまんま」 

  会費：10,000円程度 

 ・ブリテンについて 

  編集担当・印刷・発送等について協議をしたが

結論がでず、5月第 2例会で再度検討する。 

 ・平田真博君の退会の承認 転勤により 3月末で

退会とすることを承認 

 

◎例会・行事の出席者 

 4月出席率 20／21 95.2％ 

 ・3 月 30 日：チャリティーウォーキング       

池野・大島・神谷・木村・柴田・橋爪・長谷

川・八木・山村・鷲尾 

   メネット柴田・鷲尾 

 ・4月 11日：第 1例会：浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・神谷・木村・柴田・中江・橋爪・

長谷川・服部・松本・真鍋・八木・山田・山村・

鷲尾  

  メークアップ：鈴木一 ゲスト：宮川 貴さん 

 ・4月 18日：第 2例会 浅野猛・浅野麻・池野・

大島・鈴木一・鈴木孝・橋爪・長谷川・八木・

山村・鷲尾 

  

◆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・長

谷川和宏  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

                                                 



ＹＭＣＡ連絡主事 浅野麻琴 様  氏名         

名古屋東海クラブ 2019 年５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５月 

第１例会 

 

５月９日（木） 

18:45～20:45 

担当: 鷲尾文雄ワイズ 

会場：ラ・スースＡＮＮ 

卓話：「事業承継問題解決へ 

の貢献：後継者不在企 

業の受け皿会社として 

の弊社の活動」 

講師：宮川 貴氏 

なごやホールディング

ス(株)取締役副社長 

 

出席 

 

欠席 

 

有 

お名前 

（      ） 

（      ） 

 

 

 

２．2018年５月 

第２例会 

５月１６日(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

議題：「ブリテン発行に

関して」集中協議他 

出席 

 

欠席 

 

３．とやまワイズメンズ

クラブチャーターナイト  

５月１１日(土) 

16：00～認証状伝達式他 

会場：富山市・自遊館 

出席 

 

欠席 

 

４． 

Ａ：中部評議会及び 

B：中部次期準備評議会 

５月２５日（土） 

Ａ：13:15～13:45 

Ｂ：14:00～14:45 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

 

出席 

 

欠席 

 

2018～2019 年度版 

ハンドブック＆ロースタ

ー 

西日本区全メンバー掲載分

最新版が、7 月 1 日付けで、

発行されます。 

要・不要アンケートです 

要 

 

不要 

 

ご希望の方はマーク

してください。費用は

クラブで負担します 

 

（○印・必要事項を記入の上、5 月６日(月)までに下記迄返信下さい。） 

ＦＡＸ：052-757-3332  メール：m-asano@nagoyaymca.org 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

