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「救急医療―急病で困った？ 

    愛知県救急医療体制」 

野口宏氏（愛知医科大学名誉教授・ 

    愛知県救急医療情報センター顧問） 

6月第１例会  

6月 14日（木）18：45～20：30 ラ・スースANN         

 

「年々歳々花相似

たり、歳々年々人同

じからず」私たちの 

クラブの平均年齢

も大分高くなって

まいりました。 

 齢を重ねるにつれて、否応なしに病と向き合わざ

るを得ない境遇に近づきつつあるといっても間違

いはなかろうと思います。 

 人生の四苦である生老病死は誰しも避けて通る

ことはできないのです。 

 そんなことで、今回、救命救急医療の権威である 

野口宏先生に「救急医療―急病で困った？」という

テーマで、愛知県の救急医療体制の現状を踏まえ 

お話を頂くことにいたしました。 

 先生は私事ながら、小生が約２０年前、胃癌の 

開腹手術を受けた時、いろいろお世話になった方で 

あり、幅広い見識の持ち主であります。 

 病気になったら重症の場合には１１９番に。では 

重症／軽症の判断は？1977年から機能別救急医療 

体制がはじまり、初期（開業医）、二次、三次救急

の体制がとられるようになった。 

愛知県の救急医療

情報センターの役

割は、今診てもらえ

る医療機関を案内

し、限られた医療資

源の有効活用を図

る、総合病院へ患者

が集中するのを抑制し、救急車の適正利用（不要、

不急の抑制）を図ることである。 

 日頃から近所の開業医を「かかりつけ医」にして 

初期の軽い症状のうちに相談すること。なるべく診

療時間内に受診することで十分な検査や治療が受

けられます。 

 

 でも、こんな場合は救急車の利用をしたほうが。 

特に脳梗塞や心筋梗塞のおそれがある場合は迷わ

ず 119番。 

 最後に、先生、益々のご活躍を祈念し感謝申し上

げます。       （池野輝昭・記） 

ゲストは3ケ月目の 

木村眞知子さん、ス 

タッフの中井信幸

さん（学童キャンプ 

の PRと基金の募集 

のお願い）、元総主 

事の加藤明宏さん。 

 

いよいよ池野会長、新年度スタート 

｢喫茶去｣ まあお茶でも召し上がって、ゆっくりし 

なされ。 

と言いつ

つもやる

時はやる

のが池野

君です。 

元日本区 

会計で、 

最後の日

本区大会の実行委員長で苦労した経験を発揮して、 

卒なく会長の役割を果たす、期待しています。 

会長の責任を果たすため今期はすこし（例会の日 

くらいは）節酒に心掛け体を労わってください。 
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第 22回中部部会の 

記念講演の講師とテーマ決まる。 

 2018－19年度の第 22回中部部会は 10月 6日 

（土）名古屋東海クラブがホストクラブで開催され 

ます。プログラムの記念講演の講師とテーマが決ま 

りました。 

 公益財団法人全国中小企業取引振興協会会長の 

中村利雄氏は元中小企業庁長官、元 2005年国際博 

覧会（愛知万博）事務総長、講演のテーマは「愛知 

万博の意義とその後の万博の国際的流れ」です。 

 ワイズメンズクラブ国際協会西日本区中部 

第 22 回中部部会：2018 年 10 月 6 日 

   会場：アイリス愛知（中区丸の内） 

第 22回中部部会実行委員会 委員長：長谷川和宏 

2018－19年度中部部長        柴田洋治郎 

2018-19年度名古屋東海クラブ会長  池野輝昭 

2018－19年度 中部部長主題 

          「ワイズ総活躍中部」 

第 21回西日本区大会すこやか、しあわせ、ワイズと共に 

 2018年 6月 9日(土)・10日(日)ＡＮAクラウンプ

ラザホテル神戸 六甲部８クラブのホストで開催。 

新神戸駅から数分

の会場のホテル、六

甲部のワイズメン

や神戸ＹＭＣAの会

員やリーダーの案

内で迷うことなく

到着。 

受付には元名古屋ＹＭＣＡ主事で神戸ＹＭＣＡの

総主事であった山口徹さんも元気な顔を見せ六甲

部のワイズメンと

して出迎えてくれ

ました。 

 会場の準備もす

っかり整い、800 名

近い参加者を受け

入れる椅子がずら

りと並ぶ様はじつに壮観です。 

 午前中に開催されていた次期役員会、代議員会や

メネットアワーに参加の柴田洋治郎君、長谷川和宏

君、大島孝三郎君も、また浅野猛雄君、鈴木孝幸君

も会場に入り開会を待った。 

 
 オープニングの神戸ＹＭＣAハンドベルクワイア

ーの演奏と大野勉理事率いる理事スタッフの歌声

に続いてバナーセレモニー、中部は山内ミハル部長

を先頭に各

クラブ会長

がバナーを

手に壇上へ。 

各部のバナ

ーセレモニ

ーが終わり、

大野勉理事

による開会

宣言・点鐘。長田高校合唱部の歓迎の歌。 

 
記念講演はスペシャルオリンピックス日本理事長

の有森祐子氏     山内中部部長の部長報告 

 
夜の懇親会では元東海の連絡主事の三枝隆君（奈良 

ＹＭＣＡ総主事）も鈴木君と歓談。 

 
紙面が尽きたので2日目の詳しい報告は中部ホーム

ページをご覧ください。 

             (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   八木武志君 

  メネット   太田恵子さん 

         大島富美子さん 

         松本淳子さん 

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 

Kick-off    EMC-MC 

「NGT９８」 作戦 

「（N）賑やかな例会に、（G）元気で若々しく、（T）

楽しい友達９８人をお招きしましょう！」（MC） 

   西日本区EMC事業主任 

小野勅紘君（西宮クラブ） 

 

6月第 2例会報告 21日（木）19：00～21：00   

YMCA 出席 11名 ゲスト 1 

①7月第１例会・クラブ総会（裸で語り合う会）：７

月７日（土）・８日（日）根の上「あかまんま」

で１泊で実施、7日 17：00開会、夕食後懇親会。

翌 8日 9時議事を再開、終了後解散。 

  総会資料の作成は昨年に続いて八木書記が担

当する。 

 会費：10,000円(夕食を食べない人は 8,000円) 

②今後の予定 

 金沢犀川クラブ 25周年記念例会：8月 11日（土・

祝）13：00～18：00ホテル金沢 

 第62回名古屋YMCA市内中学生バスケットボー

ル大会：8月 2日（木）～13日（月） 

 8月第 1例会：8月 9日(木)  納涼例会 

  会場：未定（ビアガーデン？） 

  会費：未定（会場により変化あり） 

 国際大会：8月 9～12日（韓国） 

  鈴木孝幸君・山村喜久君 参加予定 

③中部部会の準備のため特別会計から仮払金を 

 支出する（次年度の予算から）。 

④木村眞知子さんの入会式は 9月第 1例会で実施。 

 8月例会が納涼例会のため。 

 入会日は 9月 13日 

⑤中部部会実行委員会：7月 12日(木)17：00～ 

 部会の全体像（プラン）・スケジュール 

 役割分担 

 広報：名古屋地区クラブ訪問 

 参加者目標 

⑥2017－18年度西日本区表彰 

 各事業資金 100％達成 

 Ｙサ・ユース献金：ＣＳ献金：ＴＯＦ献金：ＦＦ

献金：ＲＢＭ（ロールバックマラリア）献金：Ｂ

Ｆ献金：ノンドロップ：出席率 90％以上 

◎例会・行事の出席者 

 6月出席率 15／17 88.2％ 

 6 月 6 日・13 日：名古屋 YMCA 市内中学生 BB

大会役員会 6日長谷川・八木 13日長谷川 

6月 9・10日：西日本区大会 浅野猛・大島・柴

田・鈴木孝・長谷川・八木 

6 月 14 日：第 1 例会 浅野麻・池野・大島・太

田・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：浅野猛・鈴木一・ 

ゲスト：木村眞知子さん・加藤明宏さん・中井

信幸さん 

 6月 21日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・柴田・橋爪・長谷川・松本・八木・

鷲尾 

 ゲスト：木村眞知子さん 

◆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

                                                 


