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「キノコと私」  

  小林宏之氏（㈱総合開発機構） 

3月第１例会 3月 9日（木）18：45～20：45 

 日頃、あまり

関心を持たず、

見過ごしてい

ることでも奥

深いものがあ

ります。「キノ

コ」と言えば、

食用のシイタ

ケをはじめエノキダケ、シメジ。滅多に食べられな

いマツタケなどの名を知るばかりです。しかし、山

に入れば、なんとその種類が多く、生態も多様であ

ることか。そんな「キノコ」のお話を小林宏之さん

に聞きました。 

 講師の小林さんは中部電力のご出身で、中部地区

のシンクタンクである公益財団法人中部圏社会経

済研究所専務理事などを経て、現在は豊橋市に本社

のある㈱総合開発機構の社長として活躍されてい

ます。しかし、今回の卓話のテーマは「経済」では

なく、別の専門である「キノコ」に特化したお話、

パワーポイントで映し出された写真や資料を前に、

まず「キノコ」とは何かを説明、一風変わったキノ

コ、食べられるもの、食べてはいけないもの、異常

に大きいもの、きわめて珍しいものなどのほか、何

故、「キノコ」に興味をもったのかなど、お話が弾

みました。 

 

 伺えば大学も法学部出身と、一見縁は薄そう。し

かし、「キノコ道」を志したのは高校の生物クラブ

での研究からと歴史は長い。現在は、その道の同志

とともに、山に入り「キノコ狩り」をするのが楽し

みとか。自身で制作する「キノコ」専門ブログも連

載中で、ご家族にも公認の「キノコ」の大家でした。 

 因みに、日和田キャンプ場は、専門家が見る「キ 

ノコ天国」なんだそうで、ぜひ、名古屋YMCAの 

許可を得て場内を散策したいとのこと、早速、総主

事に紹介しました。 

 近い将来には「マツタケ」も期待できるキャンプ

場のセールスポイントとなる可能性も大です。 

           （橋爪良和） 

＊例会前、５０周年記念例会の案内のチラシを三つ

折りし封筒に詰める作業をしました。 

 

 

根の上キャンプ場のキャビン解体撤去 

 名古屋 YMCA は根の上キャンプ場で少年キャン

プを実施しなくなっており、施設の老朽化が進んで 

いました。「根の上を愛する会」と東海クラブが施

設の維持管理に努力し、春と秋の「根の上まつり」

を開催し、OB・OGの心の故郷としてきました。 

ただ土地は中津川市からの借地でありその賃借料

の負担がYMCAにとって無視できないところとな 

り、このたび老朽化したキャビンを解体撤去し、そ

の周りの土地を返却、賃借料の低減をはかることに

なりました。3 月 13 日から 1 週間、山田英次君の

ヤマセイがこの作業を請け負い完了しました。16

日浅野会長、八木、山田の 3人で根の上へ行き、作

業の様子を見てきました。ついでにメインロッジ内

の不要の物の整理と処分をヤマセイに依頼してき

ました。    
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2016名古屋 YMCAリーダー感謝会 

 今年リーダーを卒業し、社会人となる 17 名のう

ち14名のリーダーが出席し名古屋YMCA会員から

4 年間（1 年ほどのリーダーも）への感謝の気持ち

と社会人としてのスタートへの激励をする感謝会

が 3月 20日（祝）16時から南山YMCAで開催。 

開会礼拝での寺田仁計名古屋YMCA理事長の奨励、

「愛に生きる」、後を引き継ぐ在籍リーダーからの

感謝の言葉が一人一人それぞれの後輩により贈ら

れ、感極り涙で言葉に詰まることも。 

 懇親会は昨年同様グランパスクラブの皆さんが

食事の準備にあたり、名古屋クラブの小尾さんはコ

ーヒーのサービス、暖かい「おでん」「コーヒー」

に感謝。卒業リーダーの後輩におくる最後の歌とダ

ンス、4 年間を振り返るコント（身内にしか分から

ないコントに爆笑？）や後輩リーダーの感謝の歌と

ダンス、特製のケーキ、ワイズメンも卒業リーダー

と語り合い（食事と飲み物はやや遠慮がちで）心温

まるひと時、社会人になっても心は YMCA から離

れずいろんな行事には参加してほしいと願う。 

 

3.11東日本大震災支援チャリティー 

ウォーク～風化させないの思いを込めて～ 

 今なお、」福島第 1原発事故と地震津波被災のた 

め避難生活を余儀なくされている多くの被災者が

いることを決して忘れないを合言葉にチャリティ

ーウォークが開催された。 

 震災から 6年、風化させないの思いを込めて今年 

もワイズメン、インターアクト高校生らが一緒にな

って、市内に設定された杉原千畝「人道の道」約 5 

㎞を歩きとおした。 

 ゴール地とした杉原千畝の母校、現在の瑞陵高校 

の校長先生らがウォーキング参加者を出迎えてく

ださり、改めて、平和と命を守ることの大切さを学

ぶことが出来ました。 

 参加者から寄せられた 25,000 円の寄付金は、被

災地の復興に働くYMCAに送りました。 

 当日の模様は、ワイズメンズクラブ中部ホームペ

ージをご覧ください。  （長谷川和宏） 

出発地（東別院駅）

中村総主事の挨拶、イン

ターアクトの高校生 

平和小学校（旧古渡尋常小学校）と「ちうねチャイ

ム」 

瑞穂ケ丘中学

校（旧第五中学

校があった）と

ころ、のち今の

瑞陵高校の場

所に移った。 

瑞陵高校で解

散し、有志は午

後、栄の久屋広場で開催された東日本大震災犠牲者

追悼式に参加した。 

千名を超える

参加者ととも

に午後 2 時 46

分黙祷を捧げ

た。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メネット  4月 9日  柴田純子さん 

       4月 13日  鈴木節子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 4月 23日  野村秋博君・靖子さんご夫妻 

今月の西日本区強調月間 

YMCAサービス・ASF 

「YMCA の愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担

うユースの育成に力を注ぎましょう！」 

   西日本区YMCA サービス・ユース事業主任 

堤 弘雄君（熊本クラブ） 

3月第 2例会報告 16日（木）19：00～21：00   

名古屋YMCA 会議室 出席 12名 ゲスト 1名 

①4月第 1例会：4月 13日（木）18：45～ 

 卓話「名古屋市長とは・・・・」  

 講師：桜井治幸氏（元名古屋市議会議長） 

 担当：池野輝昭君 

②今後の予定： 

 次期会長・主査研修会：3月 18・19日 大阪 

卒業リーダー感謝会：3月 20 日（月・祝）14時 

 南山YMCA 

かみさわ保育園開園 3 周年記念コンサート：4 月

1日（土）14：00～神沢ファミリーYMCA 

長浜クラブ（びわこ部）30周年記念例会：4月 1

日（土）12：30～ 北ビワコホテルグラツイエ 

4月第 1例会：4月 13日（木）担当：池野輝昭君 

③50周年準備委員会 

 案内（第 2報）在名クラブには記名した封筒をク

ラブ訪問し配布、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 3月

第 1例会の前に封入等の作業をした。 

 50年史（ノンフィクション東海＝50）A4サイズ

12 ページ、カラー印刷 200 部 八木原案を委員

長が修正中 

 記念例会進行表・役割の原案について検討 

 第 1部の司会：柴田君 第 2 部の司会：鈴木一君 

 第 2部の乾杯は中部部長にお願いする 

 当日ニコボックスを設置、熊本地震復興支援献金

とする 

④今後の作業予定 

 当日のプログラムの検討（式順、時間配分、役割） 

 参加者の受付、集計 

 当日のプログラムの作成・印刷 

 当日のクラブメンバーの識別方法の検討 

  

◎例会・行事の出席者 3月出席率 17／17 100％ 

 2 月 16 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・柴田・鈴木一・松本・八木・山村・

鷲尾  

 3月 4日～ 学生YMCA 東北ツアー 鈴木一 

 3月 9日：第 1例会 浅野猛・浅野麻・遠藤・大

島・太田・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

池野・鈴木一 

 3 月 11 日 第 5 回チャリティーウォーク  浅

野猛・大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・

鷲尾 メネット：柴田・鷲尾 ゲスト：インタ

ーアクト（大島・松永・渡辺）・夏目勝弘さん 

 3 月 16 日：第 2 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・

山田・鷲尾 ゲスト：松田 

 3月 18・19日 西日本区次期会長・主査研修会 

  浅野猛・長谷川 

 3月 20日：名古屋YMCA リーダー感謝会 

  浅野猛・浅野麻・大島・柴田・長谷川・八木 

 ◆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

                                                 


