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「健康と人生の貸借対照表」 

田中保男氏㈱みらい経営ヘルスコンサ 

ルティング事業部シニアマネージャー 

11 月第１例会 

11 月 9 日（木）

18：45～20：30              

ラ・スースANN 

 講師の田中さ

んは、金融機関勤

務時代、医療福祉

専門のリース会社から現在まで約 20 年間、医療福

祉マーケットに従事し、現場から学ぶ実践を重ねら

れ、医療や介護を勉強される中で、今回違う角度か

ら本テーマを考え講演していただきました。 

 初めに、YMCA並びにワイズメンズクラブの活動

の素晴らしさについて話され、皆様に出会えたこと

で自分自身の学びの機会を頂けたことに感謝され

ました。 

 講師は大学一年生のご子息が野球を続けている

関係で、少年野球の監督をされたりしながら、多く

の青少年を見守ってこられました。そこで彼らには

「こうなって欲しい」気づきがあったそうです。そ

れは、学力は別にして「感性、感覚、感度」を研き、

社会で活躍してもらいたいとという願望だったと

話されました。 

 それから、作家の藤本義一さんが阪神淡路大震災

に遭遇して、今までは自分の力で生きていると思っ

ていたが、大自然の中で生かされていると気づいた

お話や、ハードロック工業の社長が、社会の役に立

つモノ作りを目指すことで、後に大学教授との出会

いにより、絶対に緩まないネジを開発し、企業とし

て大発展されたお話がありました。 

 簡単な体操でビックリする事実として、健康と運

動神経をアップしたり、股関節、膝の状態を良くす

る運動を紹介されました。 

  

 人生の貸借対照表については、資産は徳を貯金 

すること、負債は人様のお世話になることと理解し 

て、資産が増えるように頑張ることがいつの間にか 

資本である健康をご褒美として頂く考え方が重要 

であると持論を述べられました。そして、我々への 

アドバイスとして、もし病院を選ぶなら先生で選ぶ 

ことが大事で、普段より「かかりつけ医」の歴史を 

知って信頼すること。また、介護施設は医療系が事

業主体の方が安心できると教えていただきました。 

 最後に、75歳以上になると要介護認定率が 40％ 

近い確率になります。ワイズメンの皆様はくれぐれ 

も健康に留意され、さらなるご活躍をお祈りします 

と結ばれました。 

 講師から、「医療のことで何かお聞きになりたい

ことがあればいつでも連絡OK」とのことです。 

皆様方には今回の出会いを役立てていただければ

幸いです。     （鷲尾文夫・記） 

◎名古屋YMCA・南山幼稚園バザー2017 

 10月 29日（日）南山ファミリーYMCAで今年の 

バザーが開催された。台風の接近も危惧され時間を 

短縮して行うことが決定され、来会者も少ないとも 

予想され、東海クラブ担当の「ヤキトリ」の仕入れ 

も控えめにした。ところが開場前からこの日を楽し

みにしている園児や保護者が開門前には長蛇の行

列で山手通りのバス停のあたりまで並び開場とと

もに先頭の子どもは猛ダッシュでお目当ての「こど

もマーケット」に、お母さんたちは「掘り出し市」 

へ。各ワイズも担当した模擬店、「みたらし」と「飲

み物」（南山クラブ）、「日和田コーン」「飛騨牛のメ 

ンチカツ」「ポテトスナック」（グランパスクラブ）、 

「ヤキトリ」（東海クラブ）なども行列ができる盛

況でした。日和田からは松坂さんが「ほうれん草」 

や「日本ミツバチの蜂蜜」などを持参して応援に。 
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第 24回名古屋 YMCAインターナショナル・

チャリティーラン 11月 4日（土） 

～みつかる。つながる。よくなっていく。～ 

 

 24回を迎えた今年の名古屋YMCAインターナシ 

ョナルチャリティーランは 11月 4日、名城公園で 

開催された。チーム参加 70、個人レース 52名と過 

去最多のエントリー、東海クラブは２チームのスポ 

ンサー、YMCA障がい児クラスの「レインボーキッ 

ズ」と春日丘高校の「インターアクトクラブ」だが 

春日丘高校は土曜日に授業があるコースもあって、 

チアリーディングチーム「TRUSTERS」が代わっ 

て参加。チーム優勝は柴田君がスポンサーの瑞陵 

高校サッカー部のチーム「くりまつ」が連覇。 

 東海クラブは例年通り「飲み物」をランナーにサ 

ービス、名古屋クラブは「みたらし」を、グランパ 

ス、南山クラブは設営と運営に協力。元東海クラ 

ブの故鬼頭孝一君のメ

ネット美恵子さんは毎

会準備段階から実行委

員として奉仕されて、受

付は鬼頭さんと頼りに

されている。 

 今年の支援金は当日集計で 5,312,011円で 500万 

円の大台を突破、後日の集計ではさらに増える 

予想である。 

青木哲史実行委員長（グランパスクラブ）から中村 

名古屋YMCA総主事に贈られました。 

 

DBCトライアングル 2017交流会 IN御殿場 

＝奈良クラブ・名古屋東海クラブ・御殿場クラブ＝ 

 11月 11日（土）橋爪君の車に浅野猛君、大島君、 

八木が同乗し、11時少し前に本山を出発した。松本 

君はご夫婦で別途、野村ご夫妻と長谷川君は新幹線 

でそれぞれ御殿場東山荘を目指し、我々は雨があが 

りやや風の強い新東名を快適なドライブ。 

 昼食を済ませ、東山荘の 2号館で御殿場クラブの 

大和田会長の歓迎の挨拶、奈良クラブは内田君の運 

転で早川会長、太村さん、中井君の 4名、林秀彦・ 

成子ご夫妻は新幹線でそれぞれ到着。 

 夜の御殿場クラブ 11月例会の前に御殿場高原ホ 

テル「時の栖」で開催されている「富士山ヒカリの 

国フェスティバル」に御殿場クラブがCS事業の一 

環として「心の輝き」と題して出展しているイルミ 

ネーションを鑑賞するため御殿場クラブのメンバ 

―の案内で会場に出かけた。 

  
18時 30分からの御殿場クラブ 11月例会で 3クラ 

ブ会長の挨拶とお土産の交換のあと夜遅くまで和 

気藹藹の交流は続いた。丁度東山荘で研修中のY 

MCA中堅スタッフ 8名もゲストで出席、元東海 

の連絡主事の東田美保さんも元気に出席。 

 翌日は三島市の日本最長の歩行者用吊り橋「ミ 

シマスカイウォーク」で恐怖の横揺れを体験した。 

三島大社近くで昼食をいただき解散した。 
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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EMC事業主任 

三科仁昭君（京都東稜クラブ） 

11月第 2例会報告 16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 2日（土）ラ・スースANN 

 17：30～20：30 クリスマス祝会 担当：山村

喜久君・浅野猛雄君 

 第1部礼拝 司会松本 勝君 感話長谷川和宏君 

 第 2部祝会 司会進行山村喜久君 

 会費：大人 7,000円 幼児・小学生以上 3,500円 

 ビンゴゲームの景品を各自 1点以上持参 

②今後の予定： 

 世界YM・YWCA合同祈祷週：11月 12～19日 

 中部合同メネット会・評議会：11月 18日（土） 

 根の上キャンプ場撤収作業：11月 23日 山村君 

 名古屋YMCAチャリティーゴルフ：11月 24日 

 第 41 回「平和の使者」クリスマスカードコンテ

スト（東海クラブ協賛プログラム）：応募締切 11

月末・審査会 12月 2日・展示作業 12月 11日・

展示（栄市民ギャラリー）12～18 日・撤去作業

19日・表彰式 16日（土）14：00南山YMCA 

 12月第 2例会（忘年会）：12月 21日（木）会場・

会費未定 

 1月第 1例会：1月 11日（木）ラ・スースANN 

 担当：長谷川和宏君 卓話講師：名古屋中央教会

草地大作牧師 

 名古屋YMCA創立記念日：1月 15日 

③次期クラブ役員について 

 12月第 2例会で協議する。 

④クリスマスキャロル実行委員について 

 大島孝三郎君とする。メンバーは当日協力する。 

⑤ じゃがいもファンド報告 

 収支差額 28,291円をファンドに繰り入れた。 

◎例会・行事の出席者 

 11月出席率 15／17 88.2％ 

 10月 29日：名古屋YMCA・南山幼稚園バザー： 

大島・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・山田・

山村・鷲尾 

 11月 2日：チャリティーラン準備：浅野麻・大島・

柴田・長谷川・八木 

 11月 4日：チャリティーラン：浅野猛・浅野麻・

大島・柴田・鈴木一・橋爪・長谷川・松本・八

木・山田・鷲尾 

11 月 9 日：第 1 例会 浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・柴田・長谷川・松本・八木・山田・

山村・鷲尾 メークアップ：遠藤・鈴木一・橋

爪 

11 月 11・12 日：DBC 交流会：浅野猛・大島・

橋爪・長谷川・松本・八木・野村  

 メネット松本・野村 

11月 16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・山村・

鷲尾 

11月 18日：中部評議会・合同メネット会 浅野

猛・柴田・長谷川 

11月 24日：名古屋YMCAチャリティーゴルフ 

 太田・山村 

 

◆2017～2018年度クラブ役員 

会 長：長谷川和宏 副会長：鷲尾文夫 書記：八

木武志 直前会長：浅野猛雄 一般会計：浅野猛雄 

特別会計：橋爪良和  会計監査：池野輝昭 

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：太田全哉・大島孝三郎・

柴田洋治郎・服部敏久  ＥＭＣ：鷲尾文夫・鈴木

孝幸・山田英次・長谷川和宏  地域奉仕・環境：

鈴木一弘・池野輝昭・浅野猛雄  国際・交流：山

村喜久・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  メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区委員・中部役員 

西日本区区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部地域奉仕・環境事業主査：浅野猛雄 

中部直前監事：長谷川和宏 

中部次期部長：柴田洋治郎 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



      THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI・THE Y’SMEN’S CLUB OF NAGOYA TOKAI     

 （○印・必要事項を記入の上、28 日迄にＦＡＸ又はメール等にて返送して下さい。） 

・ＦＡＸ： ０５２-７５７-３３３２・メールアドレス：asanoma@nagoyaymca.org 

連絡主事  浅野麻琴 様       氏名             

名古屋東海クラブ１２月度出欠連絡票 
 出席・欠席 特記事項 

１． ２０１７年１２月 

第１例会 

（クリスマス祝会） 

12月２日（土） 

17:30～20:00 

ラ・スース・ＡＮＮ  

TEL052-950-0280 

礼拝と祝会 

担当：山村・浅野 

 

出席 

大人(中学生以上) 

      名 

幼児～小学生 

      名 

幼児未満 

      名 

欠席 

※一人一つの

プレゼントを

お持ちくださ

い。 

２．11 月第 2 例会 

  （兼 忘年会） 

 

12月 21 日（木）   

19：00-～21：00 

いごこ家（名駅店） 

柳橋市場横 

TEL 052-589-0141 

出席 

 

欠席 

 

※同封のマッ

プをご参照く

ださい。 

 

 

３．第 41 回ＹMＣＡ 

クリスマスカード 

コンテスト 
（東海クラブ協賛プログラム） 

審査会：12 月 2日（土） 

 10:00～名古屋 YMCA 

展示期間：12月 12 日～

18日久屋大通駅隣  

表彰式: 12月 16日（土） 

14:00～南山 YMCA 

出席 

 

欠席 

 

※運営ボラン

ティアをお願

いします 

４．クリスマスキャロル 

 

12月 23 日(土) 

名古屋駅前 

タワーズガーデン 

出席 

 

欠席 

 

※運営ボラン

ティアをお願

いします 

予告 

2018 年 1 月 

第１例会 

1 月 11日(木) 

18:45～20:45 

ラ・スース・ＡＮＮ

TEL052-950-0280 

卓話:草地大作氏・ 

「種を蒔く人」（仮題） 

日本基督教団名古屋

中央教会 牧師 

出席 

 

欠席 

 

 

 

mailto:asanoma@nagoyaymca.org

