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「データでみる愛知県民のくらし」   

古田千尋氏（可児工業団地協同組合） 

11月第１例会 11月 10日（木）18：45～20：30 

 ラ・スースANN 

 卓話の講師古

田千尋氏は、大垣

共立銀行で私の 9

年後輩です。元々

総合研究所の調

査部長を長く勤

め、私が現役のこ

ろは講演会等に

引っ張りだこの名物大共マンでした。 

 冒頭、前日の米国大統領選挙でトランプ候補が勝

ったことから、今後の国際関係について述べられ、

12 月のロシアのプーチン大統領来日で北方領土問

題の前進が期待されたが、トランプ当選でそれが遠

のいた背景などを解説されました。 

 次いで、本題である愛知県民とりわけ最多層の名

古屋市民の平均的な生活についての話に入りまし

た。 

 モデルとなった、鬼頭誠さん（43歳）は名古屋市

中川区東中島町に在住、自動車部品メーカーに勤務

しており、海外の現地法人にも出張することもある。 

 血液型はA型で愛煙家、時々パチンコに興じ、家

庭では日本酒を楽しむ。物心ついた頃からのドラゴ

ンズファン。近年は下位低迷ですこし憂欝。グラン

パスも不振なのでスポーツには興味がなくなりつ

つある。 

 誠さんの好物は、まぐろの刺身、あさりに牡蠣、 

サトイモ、スイ

カ、オレンジに

キウイ。鰹節や

ネギなどの薬

味をたっぷり

いれたきしめ

ん、ウナギのか

ば焼き、天むす、

地元の銘菓・納屋橋饅頭や坂角のゆかりも欠かせな

い。 

 奥さんの陽子さんは誠さんより2歳年下の41歳。 

職場の元同僚で 1年 2ケ月の交際を経て結婚した。 

女優の黒木瞳さんをおしゃれの目標に、リップステ 

ィックやファンデーションに特に気を使ってお化

粧する。子どもは二人、ペットも飼っている。 

 誠さんは休日になるとゴルフに行ってばかりい

るが、夕方には家族そろって外食にでかけるので夫

婦仲は円満。誠さんは視力が弱いのでネガネ、下請

けメーカーなので、取引先から細部に注文がつくこ

とが多く、いつも胃の痛い思いをしている。しかし、 

夫婦そろって健康には恵まれており、いつまでも元

気。誠さんは80歳、陽子さんは86歳で天寿を全う。 

 上記の話は、すべて各種統計をベースでの事例な 

ので、説得力もあり、歯切れのよい口調で、時々ユ 

ーモアも交え話してくれました。 

 会員の皆さまに少しでも参考になれば幸いです。 

          （鷲尾文夫・記） 

ワイズ入会を振り返って  太田全哉 

初出席。 

 名古屋東海ワイズメンズクラブ 3 月 10 日（木）

第 1例会へのゲスト出席から早 3ケ月・・・早いな 

あ・・まだ何も貢献ができていないなぁ。 

 入会の経緯は、父の友人である鈴木孝幸さんから 

「仕事ばかりやってないでついてこい！」と右も左 

もわからないままついて行った先がラ・スース

ANNでした。ご挨拶も兼ね、メンバーの皆さんと 

お話すると、ある方から「訳も分からないまま、変 

なおじさんに連れて来られたクチだろうけれど、そ 

のうちいろいろ分かってくるから無理せず、来られ

るときには行事に参加すればいいよ」と声を掛けら

れたことが印象に残っています。 

 普段はなかなか目上の方とお会いすることがな

いですが、まだ分からないことだらけの私に、ワイ 

ズの先輩方は気さくに接して頂けるので助かって

います。元々、ボランティア活動とは無縁だったの 

ですが YMCA の活動や歴史を知ることも出来まし

た。5月に「矢場とんカンボジア小中学校」に見学 

ボランティアも経験して、最近では募金もするし、 

社会奉仕がようやく理解できるようになった自分

の変化にも驚いています。 

 先日、一泊根の上例会に出席しました。次の日に 

は、子どもの七五三があり一泊はできなかったが、

前から気になっていた根の上キャンプ場にようや

く行けました。 

 建物のメンテナンスや草刈りワークがあると聞

いており、どんなところか興味がありました。 ↗ 
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現地へ向かう途中、道に迷い、枯れ葉だらけで車 1

台分しかない車幅、勿論電灯照明なしの峠道・・・ 

怖いなあ。そこへ、道いっぱいに広がった鹿の群れ 

5 匹が現れ、通行止め・・・まだ道に迷った自覚が

ない私は「なんてところに根の上キャンプ場はある 

のか、メンバーの皆さんはこんな過酷な道を通り、 

毎回ワークをされており、すごいなあ」と恐怖と 

感心が入り混じりながら無事到着。 

 日も落ち、真っ暗な場所に小屋とロッジを発見し、 

中に入るとメンバーの方がいて安心しました。夜到

着だったのですが、自然豊かでいいところだなあと 

思ったので今度は昼に家族を連れてこようかと思

います。今度は道に迷わず、安全な道で。 

 普段は働き盛りの 40歳手前でせかせかと仕事を 

こなし、子育て世代なので、家族サービスも

時々！？ワイズの活動も積極的にできるよう、もう 

少し余裕を持ちたいのですが頑張っていこうかと

思います。まだまだ、若輩者ですが、今後とも貢献 

できるよう色々教えてください先輩の皆さま。 

☆DBC奈良クラブ・御殿場クラブと交流 

 11月 19日（土）・20日（日）奈良葛城市 

 

☆12月第 1例会は 12月 3日（土）に変更。 

 名古屋地区連絡会で4クラブ合意した合同クリス 

マス祝会の開催は実行委員会を編成し、11月 16日 

（水）の準備会で協議、詳細が決定されました。 

東海の担当（実行委員）は山村君、橋爪君、浅野猛 

会長です。 現在決まっているのは 

会場：クレストンホテル（栄・パルコ） 

会費：7,500円（ゲスト 7,000円・小学生 3,500円・

未就学児無料）1,000円程度の交換プレゼント 

名古屋地区他クラブのワイズメン、メネットと交流 

する良い機会です。是非ファミリーで参加を予定し 

ましょう。 

★第 23回チャリティーランを終えて 

        実行委員会委員 柴田洋治郎 

 ＜11月 12日（土）9：30～15：30 名城公園＞ 

 私は過去4期実行委員会委員長を務めてきました 

が、今回は一実行委員の立場でこのイベントを迎え 

る事となり、多少、気分的にも楽な面がありました。 

それでも、今回も大会当日の天候や支援の成果には 

関心を持たざるを得ませんでしたが、こららは杞憂 

に終わり、当日の天気は雲ひとつない、爽やかな秋 

空が広がり、収益金も過去最高の 500万円に迫るも 

のでした。運営面においても今回は従来以上にYM 

CA事務局サイドと我々実行委員ボランティア間の 

意志の疎通が進み、スムーズな運営が可能となった 

と思います。勿論、23回に亘って大会運営ノウハ 

ウが築かれてきたことも見逃してはならないと思 

われます。 

 更に今年は多くのレース参加者や、スポンサーが 

家族連れで、ブルーシートやテントを準備し、一見 

して大きなピクニック会場の様相を呈していまし 

た。又、スポンサー企業は自社の商号や商品名の旗 

を掲げ、PRに余念がない一面も見受けられました。 

加えて、今回も相当数の外国人ランナーの姿も見ら 

れ、多様性とインターナショナルな側面も覗かれま 

した。 

 このチャリティーの目的は一義的には「障がい児 

支援」ですが、併せて、このボランティア活動を通 

じ、YMCAが大切にする四つの価値、Caring、 

Honesty、Respect、Responsibilityを実践する有意 

義な場であるともいえます。先に述べたように、こ 

のチャリティーは単なる募金活動だけでなく、支援 

者の家族、社員、子どもたちに楽しい時間も提供し 

ています。このYMCAの活動を我々は誇りに思っ 

て良いと思います。 

 私は今後も、自分の力の及ぶ範囲で、このチャリ 

ティーを支えていきたいと考えています。 

＜チャリティーランの様子は中部ホームページで 

御覧ください＞ 

★クリスマスキャロル inセントラルガーデン 

 12月 23日（祝）18：00・19：00 

 名駅前セントラルガーデン 

★12月第 3例会（忘年会）も今年は 12月 27日（火） 

 「何処で？」「いごこ家」で！！ 
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット   12月 3日   鷲尾美代子さん 

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 

 EMC－E YES 

「Eは新クラブを設立すること。YESは新クラブ設

立支援に使われます。献金で集められた資金の 3分

の 2は、集められたエリアの区で使われます。」 

   西日本区EMC事業主任 

山藤 哉君（京都グローバルクラブ） 

11月第 2例会報告 17日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA会議室 出席 11名  

①12月第 1例会：12月 3日（土）18：00～ 

 名古屋地区合同クリスマス祝会 

 会場：名古屋クレストンホテル（パルコ９階） 

 会費：7,500円（ゲスト 7,000円小学生 3,500円

未就学児無料）交換プレゼント 1,000円程度持参 

 招待のリーダーは 25～30 名 インターアクトの

高校生は試験の時期、顧問の先生に確認する。 

②今後の予定： 

 DBC交流会：11月 19・20日 

  車に分乗していく 中部主査の都築君（南山） 

  も参加する 

根の上一泊ワーク：11月 22日（火）・23日（祝） 

中部評議会・EMCシンポ：11月 26日（土） 

12月第 2例会：12月 15日（木） 

12月第 3例会（忘年会）：12月 27日（火） 

1月第 1例会：1月 12日（木）担当長谷川君 

③50周年準備委員会 

 2017年 5月 14日（日）12：30～16：00 

 マリエカリヨン名古屋（出雲殿） 会費：10,000

円 参加者数を 70～100 人を予想 案内は中部

各クラブ・西日本区役員・奈良クラブ・御殿場ク

ラブ・旧メンバーなどリストをつくり検討 今後

のスケジュールと記念講演講師について（詳細は

後日記録にて） 

④2017－18年度会長：長谷川和宏君 

⑤ 〃 年度中部地域奉仕環境主査：浅野猛雄君 

⑥2018－19 年度中部部長：候補を絞り、会長に交

渉を一任（内諾の可能性あり） 

⑦第 40回名古屋YMCA「平和の使者クリスマスカ 

 ードコンテスト」東海クラブ協賛行事 

 締切：11月 25日（金）審査会：12月 3日（土）

10：00～ 展示作業 12 日（月）午後 展示 13

～20日 表彰式 17日（土）13：00～ 

◎例会・行事の出席者 11月出席率 17／17 100％ 

 10月 30日：ピースフルサンデー 浅野猛・池野・

大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・山田 

11月 2日：ワイズ連絡会 浅野猛・長谷川 

11月 10日：第 1例会  浅野猛・浅野麻・遠藤・

大島・太田・柴田・鈴木一・鈴木孝・長谷川・

服部・松本・八木・山田・山村・鷲尾  

 メークアップ：池野・橋爪  

11月 11日チャリティーラン準備会 浅野麻・大

島・柴田・長谷川・八木 

11月 12日チャリティーラン 浅野猛・浅野麻・

池野・大島・柴田・鈴木一・長谷川・松本・八

木・山田・山村・鷲尾 山田ファミリー 

 11月 17日：第 2例会 浅野猛・浅野麻・大島・

柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・山田・山村・

鷲尾 

 11 月 19・20 日 DBC 交流 浅野猛・大島・橋

爪・長谷川・松本・八木・山田・松本メネット 

11月 22・23日：根の上 浅野猛・太田・八木・

山田・山村 ゲスト杉山・今枝・八窪・他 3人 

 11月 26日：中部評議会 EMCシンポ 浅野猛・

大島・長谷川・八木・山田 

 ◆2016～2017年度クラブ役員 

会 長：浅野猛雄 副会長：遠藤彰一 書記：八木

武志 直前会長：山田英次 一般会計：池野輝昭 

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・鷲尾文夫   

地域奉仕・環境：池野輝昭・野村秋博  

国際・交流：橋爪良和・鈴木孝幸・太田全哉  

ブリテン編集：長谷川和宏（コーディネーター）・

松本 勝・八木武志 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 

50周年記念例会委員会：松本 勝・浅野猛雄・柴田

洋治郎・鈴木孝幸・橋爪良和・八木武志 

◆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 区 JWF 管理

委員：橋爪良和 中部 YMCA サービス・ユース主

査：山田英次 中部監事：長谷川和宏

                                                 


