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「喘息と PM2.5」 

 飯田威夫氏（医学博士・笠寺病院前理事

長・院長） 

11月第１例会  11月 8日 ラ・スースANN 

 今回の卓話は八

木ワイズと大島ワ

イズの高校の同級

生で名古屋大学医

学部卒、呼吸器内科

を専攻された飯田

威夫氏を講師とし 

てお招きしました。 

 昭和 40年頃に名古屋大学病院で診察していた喘 

息、気管支炎の患者の住所を見てみると名古屋南部 

の工業地帯に住む人が多かった。この呼吸器疾患の 

治療に講師の専門性が活かされた。現在の大気汚染 

の一つである PM2.5がその喘息の発作を引き起こ 

す誘因の一つとなっている。PM2.5とは大気中など 

に浮遊する大きさが 2.5μm（マイクロメーター） 

即ち 2.5mmの 1000分の 1以下の粒子のことで、 

発生源には工場の煤煙や粉塵を発生させる施設や 

自動車、船舶、航空機等の人為起源のもの、さらに 

は土壌、海洋、火山等の自然起源のものがある。物 

の燃焼によって直接排出されるものと大気汚染物 

質が大気中での化学反応により粒子化したものも 

ある。肺の奥までも入り込むばかりか、血管の中に 

も入り込み循環器や消化器にも悪い影響を与え、ア 

レルギー症状の悪化、癌の発症、ドライアイを促進 

させたりもする物

質である。これを防

ぐにはハッキリ言

って、マスクは気休

めにしかならない。

発生源からの排出

物の抑制と浄化に 

努めることが重要である。 

最後に、笠寺病院の歴史の一端に触れ、元は地元

の大地主荒川氏が興したもので、その経営方針は時

代のニーズを受け止め地域包括システムの働きを

提供し、地域の人々に安心を届け、貢献していると

紹介された。   （大島孝三郎・記） 

                         

なお、今月は神谷正博さんの入会式を行った。本

来は先月の 10 月の入会であるが仕事の都合で入会

式は今月に行うことになりました。 

これで今期、池

野会長のスポン

サーで入会する

メンバーは4名と

なりました。 

 

 

 

名古屋 YMCA大会で特別表彰 

 9月 28日（土）に行われた名古屋YMCA大会に

おいて当クラブの野村秋博君と浅野猛雄君が永年

に亘る多大な貢献に対し、特別表彰されました。 

 野村さんは 2005 年度から 2014 年度、名古屋

YMCAの理事長として御奉仕され、困難な時期の名

古屋YMCAのかじ取りに大きな働きをされました。 

 浅野さんは 2014年に開設された「YMCAかみさ

わ保育園」の交通ボランティアとして、暑い夏も 

伊吹おろしの吹き付ける寒い冬も、かかさず毎朝園

の前の交差点に立ち、園児の安全を守ってこられま

した。「まだまだ体力の続く限り続けます」とのこ

とです。 

  

 

 

 

 

このほか浅野麻琴さんが会員継続 10 年の感謝表彰

を受けられました。 

 なお、基調講演はＹＹＹフォーラムとして小崎麻

莉絵氏による「ヘルプマーク」の啓蒙活動について

のお話を伺いました。 
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第 25回名古屋 YMCAインターナショ

ナルチャリティーランが開催された 

 2018年度第 25回名古屋YMCAインターナショ 

ナルチャリティーランは 11月 3日（土・祝）名城 

公園でさわやかな好天に恵まれ開催されました。 

 

 第 1回のチャリティーランをチャック・ウィルソ

ン氏と立ち上げ実行委員長を務めた吉田一誠さん

（名古屋グランパスクラブ・元東海クラブチャータ

ーメンバー）が第 25回の実行委員長として再びの 

御奉仕。名古屋地区の４クラブは名古屋クラブが

「みたらしだんご」、名古屋東海クラブは飲み物の

提供。名古屋南山クラブ・名古屋グランパスクラブ

は会場設営、運営に協力、またそれぞれがチームス

ポンサーとして数チームずつの協力をしています。 

 今年は参加チームは 72 チーム、個人レース参加

者は 58名となり、当クラブの柴田洋治郎君は母校 

瑞陵高校のサッカー部ＯＢとして個人的にもスポ

ンサーとなり、母校の後輩チームを参加させました。 

このチームはチームレースを連覇中で今年もぶっ

ちぎりでトップをまもり連覇を続けています。 

  

吉田実行委員長がレーススターターを務めました。 

  

 東海クラブは例年通り、2チームのスポンサー 

（リーダーチ

ーム・はっぴー

キッズ）と、飲

み物の提供を

行いました。 

 飲み物コー

ナーでは太田

君が最初から

頑張って、参加

者などに飲み物の提供を行い、ご苦労様でした。 

 柴田君がスポンサーの瑞陵高校サッカー部は先

輩からの伝統を引き継ぎ、若さを発揮、優勝！！ 

 

 このチャリティーランの参加費、ラッフルの売上、

「みたらし」・「飲み物」・「信州そば」の代金のがわ

りに献金をしていただき、これらを合わせて、名古

屋ＹＭＣＡを始め日本各地のＹＭＣＡが行う心身

に障がいのある子どもたちのためのキャンププロ

グラムなどに使われます。 

 今年も多くの企業、団体、個人の参加で諸経費の 

精算がまだであるが、暫定の集計では 5,404,198円

のファンドとなりました。 

 閉会式の表彰のあと吉田一誠実行委員長から名

古屋ＹＭＣＡ中村総主事にファンドのパネルが手

渡されました。 
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お誕生日おめでとうございます 

  メネット   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 

「Ｙ's Men's Windows 100（→2022） 2022年の

ワイズ 100周年までに、全ての部においてエクステ

ンションに挑戦して 100 クラブ＋2022 名を実現し

ましょう！（E） YES献金はエクステンションを

支援するためのものです。（YES）」 

   西日本区EMC事業主任 

小野勅紘君（西宮クラブ） 

11月第 2例会報告 15日（木）19：00～20：30   

YMCA 出席 13名 

①12月第１例会：12月 9日（日）17：30～ 

 クリスマス祝会   会場：ラ・スースANN  

担当：山村喜久君・浅野猛雄君 

 受付：17：00第 1部：礼拝 17：30 司会浅野猛 

 第 2部：祝会 18：00 司会浅野麻 

 会費：中学生以上 7,000円 小学生 3,500円 

    幼稚園児 1,000円 乳児無料 

 交換プレゼントを 1人 1品以上持参する 

 スタッフ・リーダー3～4名招待 

②今後の予定 

 世界YM・YWCA合同祈祷週祈祷会：11月 17日 

  10：00～12：00 名古屋YWCA（栄） 

チャリティーゴルフ：11月 28日（水） 

 根の上キャンプ場撤収作業：12月 2日（日） 

  メインロッジの屋根の修理 

クリスマスカードコンテスト：11月 24日（土）

10：00～ 審査会・12月 15日（土）14：00 

表彰式・12月 18日～25日展示（栄市民ギャラ

リー・久屋大通り）17日午後展示作業 

 中部ＥＭＣシンポジウム：12月 22日（土） 

  名古屋ＹＭＣＡ（池下） 

12月第 2例会：12月 20日（木） 

 クリスマスキャロル：12月 23日（祝）17：00 

 12月第 3例会（忘年会）：12月 28日（金） 

 DBC交流会の準備会：11月 21日（水） 

  交流会は 3月の予定 

 1月第 1例会：1月 10日（木）担当：柴田君 

◎例会・行事の出席者 

 11月出席率 22／22 100％ 

 10月 28日：南山バザー：浅野猛・浅野麻・池野・

大島・太田・木村・柴田・橋爪・長谷川・松本・

八木・山田・山村・鷲尾 

 11月 3日：チャリティーラン：浅野猛・浅野麻・

池野・大島・太田・木村・橋爪・長谷川・八木・

山田・山村・鷲尾 

11 月 8 日：第 1 例会：浅野猛・浅野麻・池野・

遠藤・大島・太田・神谷・木村・柴田・中江・

橋爪・長谷川・服部・平田・松本・真鍋・八木・

山田・山村・鷲尾  

メークアップ：鈴木一・鈴木孝 

 11月 15日：第 2例会  浅野猛・浅野麻・池野・

太田・鈴木一・柴田・橋爪・長谷川・松本・八

木・山村・山田・鷲尾 

 11月 17日：金沢クラブ部長訪問 柴田 

11月 24日：クリスマスカードコンテスト審査会 

 浅野麻・大島・長谷川・八木 

11月 28日：チャリティーゴルフ 太田・山村 

◆2018～2019年度クラブ役員 

会 長：池野輝昭 副会長：鷲尾文夫 書記：長谷

川和宏 直前会長：長谷川和宏 一般会計：太田全

哉 特別会計：橋爪良和  会計監査： 

連絡主事：浅野麻琴  メール委員：長谷川和宏 

YMCAサービス・ユース・地域奉仕・環境：（チャ

リティーラン）柴田洋治郎・太田全哉 （バスケッ

トボール大会）長谷川和宏・八木武志 （クリスマ

スカード）八木武志・大島孝三郎 （春のウォーキ

ング）長谷川和宏・大島孝三郎 （国際協力募金）

鈴木孝幸・服部敏久 （南山バザー）松本勝・山田

英次 ＥＭＣ：クラブ全員  国際・交流：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 

中部部長：柴田洋治郎 中部書記：八木武志  

中部会計：浅野猛雄 中部事務局長：橋爪良和 

中部連絡主事：浅野麻琴 

西日本区 JWF管理委員：橋爪良和 

中部YMCAサービス・ユース事業主査：鈴木一弘 

◆広義会員：浅井秀明   功労会員：野村秋博

                                                 



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 
  

ワイズメン

出欠席 
 

 

出席者 

（ワイズメン

含む） 

１．12 月月第１例会 

＜クリスマス祝会＞ 

1２月９日（日） 

17:30～20:00 

ラ・スース・ＡＮＮ 3Ｆ・4Ｆ 

TEL 052-950-0280 

礼拝と祝会 
担当：山村・浅野猛 

会費：大人(中学以上)7000 円 

   小学生    3500 円 

   幼児     1000 円 

乳児（3 歳未満）無料 

 

出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

欠席 

 

大人 

      

     名 

小学生 

      

     名 

幼児 

      

     名 

乳児 

      

     名 

２．12 月第 2 例会 

＜打合せ会＞ 

12月 20 日（木）   
19：00～20：30 

名古屋ＹＭＣＡ  

出席 

 

欠席 

 

 

 

３．12 月第 3 例会 

＜忘年会＞ 

12月 28 日（金）19:00 集合 
和食・西大須「たなか」地図参照 

   Tel  052-231-1878 

会費 5000円 

担当：山村・鷲尾 

出席 

 

欠席 

 

４．中部評議会＆ 

中部 EMC 

シンポジウム 

12月 22 日(土) 
14：00～16：00 

名古屋ＹＭＣＡ 

出席 

 

欠席 

 

・シンポジウム

だけ出席 

・両方とも出席 

５．クリスマスキャロル 

 

12月 23 日（日）夕刻 
 名古屋駅前 

  

６．クリスマスカード 

コンテスト表彰式・ 

作品展示 

12月 15 日(土)14:00～ 
南山ＹＭＣＡ 

12月 18 日(火)～25 日(火） 
久屋大通駅・市民ギャラリー 

 

 

 

 
 

返信はこの用紙で 12 月５日（水）までに 

 メールアドレス: m-asano@nagoyaymca.org 又は 

        ＦＡＸ：052-757-3332   ＹＭＣＡ： 浅野麻琴 連絡主事迄 

mailto:m-asano@nagoyaymca.org

