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「家族葬、そして笑顔」  

  植木孝次氏 ＜㈲やすらぎ代表取締役＞ 

５月第１例会 ５月 12 日（木）ラ・スースANN 

 今月の講師植木

氏は、元東海クラブ

メンバーの山本徹

先生指導の猪高中

学でラグビーを始

め、高校では山田会

長の 2 年後輩、自衛

隊除隊後池野君の会社に入社し、実父が体調を崩さ

れたため退社し、葬儀社を継ぎ、今では「家族葬」

に特化して、生前に良く相談をし不安を解消してあ

げると葬儀の時に遺族は笑顔でお見送りをされる

とのことでした。 

 家族葬の仕方はさまざまで家から直接火葬にす

る場合や、火葬場で御経だけあげる人もいるようで

す。同業者には悪いけど御棺代、霊柩車代、祭壇代、

花代などを低価格で葬儀ができるようなシステム

もあるようです。 

質問のなかで、家族葬をして連絡がなく参列でき

なかったことへのクレームにはどこかで割り切る

ことも必要とのことでした。 

本日は、遠藤西日本区理事が荒川中部部長と一緒

に参加をされ、熊本地震の支援と西日本区大会参加

のアピール、それと東山荘募金のアピールをされた。 

本日のニコボ

ックスは全額

を熊本地震被

災地支援金と

して西日本区

へ献金するこ

とにし、理事に

お渡しした。 

また、4 月 22 日から 5 月連休明けまで熊本地震

の避難所（益城町総合体育館）で支援活動をしてき

た YMCA スタッフの牧賢範君から、避難所のゴミ

処理のことや、避難している若い子が率先して働く 

様子などが報告された。 

牧君が 12 日に南山幼稚園でおこなった報告会の 

ことが 13 日の中日新聞に掲載された。 

             (浅野猛雄・記) 

 

 

熊本地震支援活動報告 

＜牧スタッフの報告＞ 

熊本地震支援報告②      鈴木一弘 

 4 月下旬の益城町総合公園の避難所に続き、5 月 

7 日(土)～8 日(日)、九州地区学生YMCA（九州大 

学、長崎大学、熊本大学、九州ルーテル学院大学） 

メンバー10 名を引率して、阿蘇YMCA キャンプ場 

を拠点に、片づけボランティアに参加しました。 

 全壊した家屋の敷地内で、釘の踏み抜きやガラス 

に注意しながら、木材、プラスチック、金属、ガラ 

スなどを分別、または、外見は問題無いのに、次に 

大きな余震が来れば倒壊の可能性のある家は、一度 

重機で取り壊した後、同じような作業に私たちが入

ります。 

 大事な住まいが壊された、あるいは壊されていく 

様子を見る被災者の方々の無念さが伝わってくる

作業でした。 

 

  

＜九州地区学生YMCA のメンバーと作業＞ 
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熊本地震災害支援募金活動 

 名古屋YMCA 緊急街頭募金 ５月１日（日） 

   ＜栄・ラシック前（東西２ケ所）＞ 

 

 

 

 ５月３日（火・祝）＜栄ラシック西＞ 

 ５月８日（日）＜金山駅北口＞ 

   

 

  

 ５月 14 日（土）全国YMCA 一斉実施 

＜名古屋YMCA―名駅前・栄・刈谷駅前＞ 

5 月 15 日（日）全国YMCA 一斉実施 

＜金山駅北口・ 

徳重ﾋﾙｽﾞｳｫｰｸ＞ 

 

 

 

街頭募金で頂い

た金額 

総計 651,321 円 

DBC御殿場クラブ 30周年記念例会 

＜仲間を増やし前進中！東山荘と共に活躍中！＞ 

5 月 28 日(土)前夜祭 バーベキューで盛り上がる。 

御殿場クラブの女性メンバーのパワー、杉山会長の 

明日の式典への意気込みもますます高まります。 

  

会場予定の東山荘新館

は工事が遅れ、残念。 

東海のメンバーも奈良

クラブのメンバーとの

再会に大いに盛り上が

りました。 

  

翌 29 日(日)式典と懇親会は体育館と旧館で。 

  

山田会長、奈良クラブ太

村会長も緊張の面持ち。 

 

 

 

 

  

奈良YMCA 三枝隆総主事（元東海連絡主事）と。 

懇親会の最後を締めくくる山田会長の音頭で一丁 

締め、緊張してます。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン ６月 28日 浅井秀明君 

結婚記念日おめでとうございます 

 ６月 18日 長谷川和宏君・君子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

 評価・計画 

「目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来

なかったことは次年度に頑張りましょう。出来たこ

とは褒めましょう。」 

   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 19日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 10名ゲスト 1 

①6月第 1例会：6月 9日（木）18：45～ 

会場ラ・スースANN 担当：柴田洋治郎君 

 卓話「TPPについて」 

講師：伊藤康郎氏（日本貿易振興機構・ジェトロ・

三重貿易センターアドバイザー貿易投資担当） 

②今後の予定： 

 御殿場クラブ 30周年記念例会：5月 29日（日） 

  東山荘 前日 28日（土）13時頃本山出発 

 国際協力街頭募金：６月５日（日）熊本支援 

 中部評議会：6月 11日（土）YMCA 

６月第２例会：６月 16日（木）YMCA 

 第 19回西日本区大会：6月 25・26日 大阪 

③クラブ創立 50周年記念例会 2017年 5月 21日

（日）が記念日だが、14日（日）出雲殿を予約し

た。実行委員会：委員：松本・鈴木孝・柴田・橋

爪・八木・浅野猛 

④第 49回クラブ総会（裸で語り合う会） 

 日程：2016年 7月 9日（土）午後 14時～夜 

 会場：YMCA5F・「いごこ家」 

⑤YMCA 本館では 4 月から学童保育（アフタース

クール・FUN！）を開設した。絵本、図鑑、ゲー

ムなどの寄贈をお願いします。 

⑥名古屋 YMCA「夢・希望」フォーラム：5 月 21

日・22日 愛知青年の家（岡崎美合） 

⑦第60回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー 

 ル大会：8月 2日～12日 60回記念 Tシャツを 

 作成し、予約販売（6月例会で）します。 

⑧熊本地震災害への対応：5 月ニコボックスを西日

本区熊本地震支援金 19,531 円クラブより支出し

た。（遠藤理事にお渡しした） 

⑨国際協力募金週間：５／30～６／４ 街頭募金は

６月５日（日）熊本地震支援・星が丘・栄・名駅 

◎例会・行事の出席者 5月出席率 15／17 88.2％ 

 5月 1日：熊本地震被災支援街頭募金 大島・橋

爪・長谷川・八木 

 5月 3日：熊本地震被災支援街頭募金 浅野猛・

浅野麻・長谷川・鷲尾 

 5月 8日：熊本地震被災支援街頭募金 浅野猛・

浅野麻・橋爪・長谷川・八木 

 5月 9日：名古屋地区連絡会橋爪・長谷川・八木 

5月 10日：名古屋クラブ例会 長谷川 

5月 12日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・柴田・鈴木孝・橋爪・長谷川・松本・八

木・山田・山村・鷲尾 メークアップ遠藤・鈴

木一  メネット：松本 ゲスト：太田全哉さ

ん・遠藤西日本区理事・荒川中部部長・牧賢範

スタッフ・服部庄三君（グランパスクラブ） 

5月 14日：熊本地震被災支援街頭募金 

 浅野麻・橋爪・長谷川 

5月 15日：熊本地震被災支援街頭募金 

 浅野猛・浅野麻・長谷川 

 5月 19日：第 2例会 

  浅野猛・浅野麻・遠藤・大島・柴田・橋爪・長

谷川・松本・八木・山田・ゲスト松田さん 

 5月 29日：御殿場クラブ 30周年記念例会 

  浅野猛・大島・橋爪・長谷川・八木・山田 

◆2015～2016年度クラブ役員 

会 長：山田英次 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：松本 勝 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：（直前会長） 

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：柴田洋治郎・鈴木一弘・

大島孝三郎  ＥＭＣ：服部敏久・山田英次   

地域奉仕・環境：野村秋博・池野輝昭  

国際・交流：松本 勝・鈴木孝幸・橋爪良和  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

深川 直・八木武志・浅野猛雄 

根の上担当：山村喜久・浅野猛雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

区組織検討安全対策委員：鈴木孝幸 中部EMC200

推進チーム委員：山田英次・山村喜久

                                                 


