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「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」 

宮川 貴氏（なごやﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ副社長） 

 

5 月第１例会 5 月 9 日（木）ラ・スースANN 

 卓話者は、

2017 年 8 月、

20 年勤めた大

垣共立銀行を

退職して、同年

5 月に設立した

「なごやホー

ルディング株 

式会社」に参画されました。同社は「東海エリアの 

優れた中小企業を後世に紡いでいく」ことを理念と 

し、宮川さんと弁護士、公認会計士の 3 人が役員と 

なり運営しています。 

 事業内容は、事業承継の受け皿会社として、M&A 

で引き受けをして、グループ一体での事業の継続・ 

成長に注力しています。すでに 2 社と契約がなされ 

ており、今後も引受先を拡大すべく情報収集を続け 

ています。 

 自身も銀行時代にM&A 仲介を 10 年行い、事業 

承継問題解決方法としてM&A は即効性があり、解 

決した事案も多くあることは事実ですが、金融緩和、 

駆け込み需要に基づく極端な売り手市場であるこ 

とも成約件数が拡大している大きな要因と考えて 

います。 

 M&A は 7 割が失敗と揶揄されることや、今後の 

景気後退を踏まえれば、買い手の M&A に対する醸 

成と、売り手の会社内容の整理・譲渡条件設定が急 

務と考えています。 

 最後に、情報が集まる会社を目指していきたいの 

で、会員の皆様にも是非情報提供を宜しくお願いし 

たいと結ばれました。 

 卓話の中には専門用語も使われましたが、全体的 

には分かりやすくM&Aの現状を説明して頂いたと 

思います。 

 ご参考になれば幸いです。 （鷲尾文夫・記） 

 

 

春の根の上まつり   4月 29日根の上で 

 今年の「春の根の上まつり」は 10 連休の冒頭で

参加者が少ないのでは？と心配していました。 

遠藤ファミリーが不参加でしたがキャンプ場のメ

インロッジの床や屋根の修理をして頂いた山村建

材のスタッフと

その家族の参加、

名古屋クラブの

渡辺さん（根の上

を愛する会会長）、

川本さん（副会

長）、グランパス

クラブの坂口さん（料理長）、信田さん（副料理長）、

松原夫妻、東海クラブは柴田夫妻、松本夫妻、池野

会長、浅野さん、山田さん、山村さん、リーダーOB

の岡崎夫妻、秋重さんなど総勢 30 名。 

 池野会長と東海の一部のメンバーは前日「あかま

んま」で前夜祭、山菜の料理をアテに大いに盛り上

がりました。 

 朝の中央道は事故で渋滞、食事にギリギリ間に合

った人も、今回の目玉ご飯は坂口さんが釣ってきた 

「鯛メシ」、釜一杯の大きな鯛を山村さんがほぐし 

あっという間に皆で食べ尽くした。 

 暖冬傾向で春は早いかと願っていましたが寒い

日も多く、根の上の春はまだ入口、「カタクリ」は

まだ咲く気配もなかった。が、「ミツバツツジ」は 

満開に近く、野バラも可憐な花で迎えてくれました。 

秋の根の上まつりは 10 月 14 日（月・祝）の予定。             

          （八木武志・記） 
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「とやまクラブ」チャーターナイト 

（国際協会加盟認証状伝達式）2019 年 5 月 11 日 

 中部のワイズメンが待ち望んでいた富山 YMCA

のワイズメンズクラブ復活が実現した。 

 山内ミハル直前中部部長が「とやまワイズメンズ

クラブ」設立準備委員長の清水淳君を強力にサポー

ト、金沢クラブのメンバーとともに尽力された。 

 7 年前、長谷川和宏君が中部部長をしていた時、

部長訪問で金沢を訪れ、その足で富山 YMCA を訪

問し、松田誠一総主事に紹介されたのが、大阪

YMCA のリーダーOB で富山 YMCA の会員であっ

た清水淳君でした。その時、松田総主事と清水君に

富山ワイズメンズクラブの復活を期待しています

と話すとお二人とも是非復活したいと話されまし

た。清水君は金沢へ転勤、金沢クラブに入会され、

ワイズ復活の歩みが始まったのです。 

 その後、清水君が再び転勤で富山へ戻り、本格的

にクラブ設立への取り組みが進み、富山 YMCA の

松田総主事、水野績理事長、中島完一常議員、元富

山クラブの菅原美穂子さん、元 YMCA 同盟総主事

の島田茂さんなどと共に2019年2月10日設立総会

を開催することになった。 

 中部のワイズの会員減少の傾向の中で「とやまク

ラブ」の復活は中部各クラブに大きな励ましになる

と思います。 

 2 月の設立総会を経て、国際協会への加盟が認証

され、認証状伝達式（チャーターナイト）が 5 月 11

日（土）「とやま自遊館」で開催された。 

 東西の日本区から 90 名を超すワイズの仲間が集

い「とやまクラブ」のチャーターを祝いました。 

 

バナーは「富山クラブ」のもの、「富山クラブ」の

心を引き継ぐ意味で当面はこのバナーを使う。 

 

遠藤通寛西日本区理事から清水淳会長に認証状が

伝達されました。 

 

とやまクラブチャーターメンバー（19 名） 

（当日の状況は中部ホームページをご覧ください） 

 東海クラブの 5 名は帰り途「五箇山インター」で 

下りて合掌作りの集落へ、南砺市上平の白山神社が

33 年大祭のお祭りで賑わっていました。大島君は 

「獅子舞」（ででれこでん）の行列のよこで一緒に

踊って（写真がないのが残念）楽しんで、いい日！ 

個人的にはこの

場所は 55 年前リ

ーダーを終える

年にリーダーの

仲間と「北濃」か 

ら徒歩旅行を富

山まで「卒業旅

行」をした思い出 

がある所で大変懐かしかった。風景はすっかり変わ

っていましたが。   （八木武志・記） 
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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 

     

今月の西日本区強調月間 

評価・計画 

「一年間を振り返りましょう。出来たこと出来なか

ったこと良かったところ悪かったところがありま

す。次の年度の為に良い引継をしましょう。研修会

での学びを生かしましょう。」 

   西日本区理事 

遠藤通寛君（大阪泉北クラブ） 

 

5月第 2例会報告 16日（木）18：45～20：30   

 名古屋YMCAチャペル 出席 11名 

・6月第 1例会：6月 13日（木）ラ・スースANN 

  卓話「名古屋城のおもてなし」 

  講師：増田 肇氏（名古屋城ガイドボタンティ

アの会代表）  担当：松本 勝君 

・今後の予定 

  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 

 クラブ総会：7月 6・7日 「あかまんま」 

  会費：10,000円 

・協議  

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 

  次期よりペーパーレスを目指し、デザインの変 

  更及び配布をメール送信を原則とする。 

  １ページのデザインを松本君に依頼。４ページ 

  を長谷川君、2・3ページは八木君の担当とする。 

 DBC交流会について（橋爪） 

  奈良クラブの中井さんから連絡があり次回の 

交流会の予定は 11月 9日・10日を了承。 

 次期クラブ役員について（山村）＜敬称略＞ 

  会長：山村喜久 副会長・書記：太田全哉 

  一般会計：浅野猛雄  特別会計：橋爪良和 

  メール委員：長谷川和宏   

  国際・交流（DBC）：橋爪良和 

地域奉仕・環境：大島孝三郎 

 その他の役・行事担当は山村次期会長が順次決定。 

 

 

◎例会・行事の出席者 

 5月出席率 21／21 100％ 

 4 月 29 日：春の根の上まつり 浅野猛（2）・       

池野（2）・柴田・柴田メネット・松本・松本

メネット・八木・山田・山村（11） 

 5月 9日：第 1例会：浅野猛・浅野麻・池野・遠

藤・大島・太田・神谷・木村・柴田・鈴木孝・

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  

 5月 11日：とやまクラブチャーターナイト 

   大島・柴田・橋爪・長谷川・八木 

 5 月 16 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・大島・

柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松本・八木・山

村・鷲尾 

 5 月 25 日：中部評議会 浅野猛・池野・柴田・

橋爪・八木・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       

東海クラブ 2019 年６月出欠連絡票 
 

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 

１．2019年６月 

第１例会 

 

６月１３日（木） 

18:45～20:45 

担当: 松本 勝ワイズ 

会場：ラ・スースＡＮＮ 
卓話：『名古屋城のおもてなし』 

―名古屋城観光ガイドボランティ

ア代表―増田 肇 氏  

 

出席 

 

 

 

 

欠席 

 

有 

ゲストお名前 

（      ） 

 

 

 

２．2019年６月 

第２例会 

６月２0日(木) 

19：00～20：30 

会場：名古屋ＹＭＣＡ 

 

出席 

 

欠席 

 

３．第 22 回 

西日本区大会  

６月 22日(土)～23日（日） 

会場：ロームシアター京都 

 

出席 

 

欠席 

 

４． 

７月第 1 例会 

クラブ総会（裸の会） 

７月６日（土）～７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、掲載されている中部ホーム

ページから購読頂ければます。プ

リンターをお持ちでない方はお申

し出ください。 

 

郵送不要 

 

郵送希望 

 

 

７月号以降はネッ

ト配信（web配信）

にてお届けします。 

※ 

本日郵送物 

① クラブブリテン 6月号 

② 5月第 2例会（記録） 

③ 第 23回中部部会案内 

④ 6月出欠連絡票 

  

（○印・必要事項を記入の上、６月７日(金)までにご返信下さい。） 

浅野麻琴主事宛 ＦＡＸ： ０５２－（７５７）－３３３２     

メールアドレス：m-asano@nagoyaymca.org 
 

ワ イ ズ メ ン ズ ク ラ ブ 中 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org
http://www.ys-chubu.jp/main/index01.html

