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「放送とことば」    ６月第１例会 

    島津靖雄氏（元ＣＢＣアナウンサー） 

 

「プロのアナウンサーで

も一般の人でも、言葉は伝

えるのが原点である。言葉

なくしては、人とのコミュ

ニケーションは成り立た

ない」 

今回は「放送とことば」のテーマで講師に元ＣＢ

Ｃアナウンサー島津靖雄さん（67歳）を招いた。 

歌謡番組などでのソフトな語り口が持ち味で親

しまれ、印象に残っている往年のラジオファンには

懐かしいだろう。同局でアナウンス部長などを務め、 

この３月まで南山大学短大で言語の学科を教えて

いた。現在はフリーアナウンサー。 

 島津さんは「世界中で日本だけが標準語がない珍

しい文化圏で、方言は地方独特の言語、かたや東京

語は全国各地から集まった混合語だから、標準語と

はいえない」とし、「ＮＨＫの放送開始時（大正 14 

年３月）に、アナウンサーが電波に乗せた言葉がか

ろうじて標準語もどき」と言う。さらに同氏は「語

る、話す」のように、ヘンやつくりには「口ヘン」 

が多いのは文字に伝える要素が含まれるからとい

う。コミュニケーションはキャッチボールに似て、

大人には強いストレートで、子どもには柔らかく話

すことが肝要と続けた。 

 日本語は母音が基本となっているが、同氏はアナ

ウンサーがこれを習得するには約 10 年かかるとい

う。母音のアイウエオは、舌の位置、口の開きと形

で発すると説明した後、島津さんが突然、「発生練

習をしましょう」と一声。 

 講師の“指導”で全員が口を丸めたり、舌を伸ば

したり、約10分のリラックスタイムを過ごした後、 

最後に島津さんが話し方のテクニック 3つを伝授、 

①大きくクリアに話す②間の取り方に注意③抑揚

を付けてしゃべる。 

 みなさんもこの３ヵ条をお忘れなく、スピーチに

役立ててください。     （菅沼東平・紀） 

 

６月第２例会報告 

６月 21日（木）、名古屋ＹＭＣＡ代官町会館で開

かれ、浅野、柴田、菅沼、野村、橋爪、長谷川、東

田、深川、松本、八木、（鈴木一）、（山田）が出席。 

 

①第 45回クラブ総会プログラムを決定 

 司会：初日浅野君、２日目礼拝は次期書記の八木 

 君、議事進行はそれぞれ会長が行う。 

 資料作成は八木君が担当する。出席は 16名の予 

 定。 

②クラブ総会協議題 

 ・クラブ会則の改定 ・例会の充実 

 ・野外例会（根の上）の企画 ・ＤＢＣ交流 

 ・中部主催プログラム、ＹＭＣA主宰プログラム 

③西日本区大会実行委員会報告と協議 

 ▽実行委員会からの大会準備金の拠出要請に関 

 しては、返却方法を含めきちんとした書類での 

 依頼があるべきとの声。▽西日本各部会での大会 

 アピールに参加者派遣。東海クラブは阪和部を坦 

 当▽能楽堂開催に関して、会場定員数の説明が各 

 クラブにいつあるのかとの声▽東海クラブから 

 実行委員を追加の要請があった。 

会長メッセージ ① “Why not the Y’s?” 

     会長 鈴木一弘       

                           

  

新会長の鈴木一弘です。 未熟者ですが、ご指導とご鞭撻

を宜しくお願いします。    

 会長標語（Why not the Y’sーやっぱりワイズでしょー）

は、アメリカ合衆国第 39代大統領のＪ．カーターのフレ

ーズ”Why not the best?”にあやかりました。カーターは、

ベトナム戦争、ウォーターゲート事件など、アメリカが自

信を失った 1977年（合衆国建国 200年）に当選し、当時

中学３年生で多感（！？）な時期の私の中に強烈な印象を

残しています。（決して某英会話学校のパクリコピーでは

ありません・汗） 

 東海クラブの 40年史『ドキュメント東海』を開くと、

このクラブの会長を務める重責をひしひしと感じます。

「裸で語り合う会」では、いくつかの提案を行うかと思い

ますが、是非皆様の知恵を拝借する中で、より良きクラブ

運営ができるように、ご協力をお願いする次第です。 

 ＹＭＣＡのユースやスタッフから「やっぱりワイズだよ

ね」と頼られるように、そしてクラブメンバー自身が「や

っぱりワイズでしょ」と思えるように、 

微力ですがベストを尽くせれば、と考えています。 

 一年間、宜しくお願いします。 
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④ユースコンボケーション参加の坂倉コメットへ 

 の支援に関して、東海クラブとして、７月クラブ 

 総会時のニコボックスを拠出することにした。 

⑤2012～2013年度一般会計予算書 

 クラブ員数、メネット主任活動支援および支援金 

 に関して意見交換をした。 

⑥中部事務局会議：６月 28日（木）19：00～20:30 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

西日本区大会に参加、来年は名古屋で大会 

                長谷川和宏 

 

 浅岡理事から成瀬次期理事へバトンリレーする

今年の大会は、中部からは 84 名、全体でメネット

を含め 845名の参加者。大変な盛況で、来年にプレ

ッシャーがかかります。 

 名古屋東海クラブからはメネットを含め 14 名が

参加しました。 

 9 日（土）午前の役員会、準備役員会、メネット

アワー、代議員会に続き、区大会第１日目は米原の

県立文化産業交流館で、そして夕方からは長浜のロ

イヤルホテルに移っての懇親会。４会場に分散して

の賑やかな音楽、舞踊をふんだんに取り込んだ独創

的なものでした。会の途中には、来年の第 16 回西

日本区大会（名古屋大会）のアピールのため中部勢

が横断幕を連ねて会場内を練り歩きました。なんと

しても来年夏には名古屋に来ていただこうと参加

したワイズの面々は名刺を片手に必死でした。 

 第２日目は会場を長浜芸術館に移し、早天礼拝に

続き、事業報告や理事・役員引継式が行われ、無事

大会が終了しました。会場を移動するのも一苦労で

すが、こんなところもワイズの広がりを感じること

ができる区大会の良いところかも知れません。 

 名古屋大会では東海クラブは、コホストクラブと

しての役割を期待されています。実行委員会からの

要請には出来るだけのサポートをしていきたい。 

 最後に、中部代表として、第１日目には部長活動

報告をしました。この一年、貴重な経験をさせてい

ただいたこと、支えていただいた中部キャビネット

をはじめ名古屋東海クラブの皆さまに、この場を借

りてこころからお礼と感謝を申し上げます。            

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 なお、メネットアワーで名古屋ＹＭＣＡリーダー

の村瀬汐里さん（インターアクトクラブＯＧ）が東

日本大震災被災地支援活動の報告をしました。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

報告する村瀬さん     中部の会長と部長 

  

長谷川中部部長活動報告 名古屋大会のアピール 

  

 

「人口減の中で新聞界の針路は」 

メンバースピーチ  菅沼東平君 

 ６月のはじめ総務省が「日

本の人口が戦後初めて 20 万

人減少した。」と発表した。

2011 年は出生 105 万人に対

して死亡者 125万人。総務省

の予測では、これが 2015年（平成 27年）には出生

83万人、死亡者 131万人となり、48万人の減で推

移するという。 

 人口減少、少子化が進めば進むほど、産業基盤は

揺らぎ、経済のパワーも鈍化する。 

 新聞産業もかなり前から「斜陽産業」の仲間入り

をし、かつてのメディア王は凋落した感がある。事

実、新聞の発行部数は毎年 100万部（朝刊）減って

いる。リーマンショック以降は特に激しく、新聞料

金の値上げ改定どころではなく、新メディアの携帯

端末、パソコンによる新世代の情報獲得がめざまし

い。 

 各新聞社が紙の新聞からこぞってデジタル版の

電子新聞をスタートさせているが、新聞すら読まな

い世代が増加している中で、活字産業はどう舵取り

をしていくのか、まだまだ針路は見えてはいない。 

第 16回中部部会  

”Go forward! Call together”「前へ！声を掛合い｝ 

開催日：2012年８月 26日（日） 

会場：名鉄ニューグランドホテル（JR名古屋駅西） 

記念講演講師：近藤真由氏「音楽が脳機能、自律神

経に与える働き～音楽療法の立場から」 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン   ７月 25日  八木武志君 

        ７月 30日  鈴木浩之君 

 メネット   ７月 13日  松本淳子さん 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

 Kick－off・EMC－Ｃです 

いよいよ成瀬晃三理事（名古屋クラブ）の船出です。

中部一丸となって各クラブの活性化とメンバーの

一人ひとりの成長を目指しましょう。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇クラブ総会が７月７日（土）～８日（日）に開催

されます。鈴木一弘会長のもと新しい年度が始まり

ます。心を開き、裸になって語り合いましょう。 

◇6月 24日（日）根の上ワークを実施。 

メインロッジからメシヶ原に抜ける通路の整備 

防腐剤の塗布、ペンキ塗りを実施。 

次回の根の上ワークは 7月 22日（日）の予定 

◇日和田キャンプ場エンジョイワークが 7 月 21 日

（土）～22日（日）で実施の予定です。 

久しぶりに日和田へ行って、翌朝根の上へ行くとい 

うのも一案か。 

◇名古屋インターアクトクラブは昨年はメンバー

が減少し、心配でしたが今春若干の入会者があった 

ようです。Ｙの担当が東田さんで、顧問は鈴木会長 

が就いています。お知り合いの高校生にお誘いを。 

 

 会費納入のお願い 

      会費（月額）  7,000円 

        （年額）  84,000円 

  一般会計 振込銀行口座 

    三菱東京ＵＦＪ銀行 

    鳴子（なるこ）出張所 

    普通３５４２６１０ 

  口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ 

ブリテン原稿を書いてください。 

東海クラブのみなさん、ブリテンに投稿をお願いし

ます。担当の八木まで。 
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1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○   ○ 6,000 

3 伊藤 貴久 ○      2,600 

4 遠藤 彰一 ○     11,650 

5 柴田洋治郎 ○ ○   ○ 6,850 

6 菅沼 東平 ○ ○     

7 杉山 敏雄     ◎ 16,500 

8 鈴木 一弘 ○ ○   ○  1,550 

9 鈴木 孝幸     ○ 23,750 

10 鈴木 浩之 ○      3,000 

11 野村 秋博 メ ○   ◎  8,100 

12 橋爪 良和 ○ ○   ◎  8,950 

13 長谷川和宏 ○ ○   ○  8,650 

14 服部 敏久 ○      

15 東田 美保 ○ ○     1,550 

16 深川 直 ○ ○     1,000 

17 松本 勝 ○ ○   ◎  1,000 

18 八木 武志 ○ ○   ○  8,000 

19 山田 英次   Ｍ    4,000 

20 山村 喜久 ○      6,750 

◆2012～2013年度クラブ役員 

会 長：鈴木一弘  副会長：山村喜久  書記：

八木武志  直前会長：柴田洋治郎  一般会計：

深川 直  特別会計：鈴木浩之   

連絡主事：東田美保  メール委員：鈴木一弘 

YMCAサービス・ユース：柴田洋治郎・伊藤貴久 

ＥＭＣ：浅野猛雄・山田英次 

地域奉仕・環境：松本 勝・服部敏久 

交流：野村秋博・橋爪良和・鈴木孝幸 

ファンド：山村喜久・遠藤彰一 

広報・ブリテン編集：菅沼東平・深川 直・八木武

志  （発送）：浅野猛雄：長谷川和宏 

根の上担当：山村喜久・杉山敏雄・八木武志 

メネット連絡員：松本淳子 

◆西日本区役員・委員・中部役員 

メネット事業主任：野村靖子 メネット書記：松本

淳子 メネット会計：杉山由香里  ワイズメンズ

ワールド編集委員長：野村秋博  区組織検討安全

対策委員：鈴木孝幸  中部直前部長：長谷川和宏 

中部ＥＭＣ事業主査：松本 勝 


