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２００９年１２月号                             

「主題」・スローガン 

  国際会長    ：「一つとなる力」 

  アジア地域会長 ：「一つとなる力」・「夢見るアジア、愛するアジア」 

西日本区理事  ：「すべてのいのちを大切に」・「－いのち・平和・環境－」 

中部部長    ：「ワイズの理念を胸に自信を持って活動しよう」 

  プラザクラブ会長：「仲間と共にワイズを楽しもう」 

〔ＥＭＣ－Ｍ＝人は力です。みんなの力で 2000 目指してゆきましょう。〕 

１２月例会・今後の予定ご案内             １１月例会・その他行事の出欠表  （敬称略） 

【１２月第１例会（クリスマス例会）】 

日 時：１２月１０日（木）・１８：３０－ 

場 所：THE KAWABUN NAGOYA(ザ･カワブン・ナゴヤ) 

    名古屋市中区丸の内 2-12-30 TEL.052-222-0020 

会 費：会員  通常会費   

ゲスト ５，０００円/人 

【１２月第２例会】 

日 時：１２月２４日（木）・１８：４５－ 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

内 容：次月例会打ち合わせ 

出席者：役員（鈴木・櫛田・高田） 

(義務者)１月担当者（鈴木・万福寺） 

    ２月担当者（島崎・櫛田） 

【今後の予定】 

1.クリスマス キャロル ＩＮ タワーライツ ２００９ 

 日時：１２月２３日（水・祝）・１８：００－ 

    会場準備のため会員の方は１６時集合のこと 

場所：名古屋駅タワーズガーデン 

2.１月第１例会 

 日時：１月１４日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

3.１月第２例会 

 日時：１月２８日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

4.中部評議会 

 日時：３月２２日（月・祝） 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ ３Ｆ会議室 

 役  員 

 

会 員 氏 名 出 席 者 算

定 1 2 M 

直前会長 大島 孝三郎 〇 〇  〇 

 小澤 幸男  〇 〇 〇 

書記 櫛田 守隆 〇 〇 〇 〇 

 後藤 猛  〇  〇 

 島崎 正剛 〇 〇 〇 〇 

会長 鈴木 誉三 〇 〇 〇 〇 

会計 高田 廣 〇 〇 〇 〇 

 松永 裕子  〇  〇 

連絡主事 万福寺 昭美 〇 〇 〇 〇 

ゲスト      

      

      

M=ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

 

1.チャリティーラン 

 

 

 

 

  

 

 

出席率合計・（算定合計／会員数）% 100.0  
1.ニコボックス    (円) 

2.オークション 

3.切手        

     0 

     0 

     0 

0 

   0 

   0 

第１３回西日本区大会 

日時：２０１０年６月１２日（土）～１３日（日） 

場所：広島国際会議場(大会会場) 

ファンド ・当月合計／累計 4000 9000 

◆インターネットをご利用の方は、上記西日本区中部ホー

ムページの「名古屋プラザクラブ」を閲覧ください。 

◆次月号の寄稿者は島崎さんです。 

Ｅメール・moritaka_kushida@ybb.ne.jp 

 
 
 
 



１１月第１例会(パレットキッズと釣り会)報告 

日時：１１月７日（土）・11:00-14:30 

場所：稲永公園 

 稲永公園のこの場所は天端(てんば・堤防通路)に

柵があり安全性は良いが、石積みの堤防を壊して新

たに造ったらしく、3 メートル先に壊した石ころが

新しい堤防に沿って沈んでいる。干潮時にはむき出

しになり根がかりが頻発、子どもたちの1投ごとに

インストラクターは仕掛けやオモリを取替えに走

り回ることになる。毎年同じことでは能がないと、

今年は軽いオモリに短ハリスの1本バリを用意した。 

 10時、子どもたち5人と森宗さんが早めに到着す

る。11時、プラザの面々5人と挨拶を交わし、餌の

つけ方、竿の扱い方などをレクチャーしてハゼ釣り

を開始、集合前に山本さんが1尾釣った実績から大

漁を予感させる、といきなり貴都君がハゼを釣る。

直後、今度は大きなボラを掛けたが、ハリス1号で

は堤防まで上がらない。代わった山本さんがやり取

りしながら降り口まで寄せてわたしが掬う。40cm

はあった。 

 お昼ごろになると干潮間近かで石ころが剥き出

しになり始めたが、オモリを軽くしたお陰で根がか

りは少ない。ただ、昨年に比べ釣果は芳しくない、

1本バリがあだになったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(貴都君ニッコリ、ともみちゃんと瑞樹君ビックリ) 

 昼食後移動。外洋寄りに 200m ほど歩くと、公園

の柵が途切れ天端が遠くまで続く所に着く。常連さ

んらしいおじいさん2人がのんびり竿を出している。

迷惑を掛けないように間隔をあけてめいめいが場

所をとる。柵も石ころもなく底は砂地と条件は揃っ

ているが、一向に釣れない。子どもたちも飽きたよ

うで寝っころがる子もいる。結局この場所では1尾

も釣れず2時納竿とする。瑞樹たちは引き取り手の

ないボラをねんごろに弔い、家路についた。 

 
 
 

１１月第２例会報告 

日時：１１月２６日（木）・18:45-20:30 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

1.連絡事項・鈴木 

 (1)地球市民育成100人世話人 

 クラブとしての支援は負担が大きすぎるので断

念する。 

 (2)ワイズメンズクラブ69回国際大会登録申込 

 配布した資料を参考に個人で申し込み願います。 

 (3)12月第1例会(クリスマス例会)=1面参照 

 (4)クリスマス キャロル=1面参照 

 参加者:大島・小澤・櫛田・島崎・鈴木・万福寺 

 (5)老人介護施設への音楽慰問・小澤 

 11月 1日、Eメール･FAXで連絡した上記の件、予

定通り実施いたします。 

 日時:11月 29日(日)・小澤さん宅集合11:30 

 場所:アミーユ十一屋 TEL.052-381-1836 

    名古屋市港区十一屋2-415 

 参加者:大島･櫛田・島崎・鈴木・松永 

(6)中部評議会準備・島崎 

 3月22日開催に向けて中部部報を発行するため、 

 1月の第2例会から準備を進める。 

 (7)EMC推進委員会報告・大島 

 新規会員を増やす方策として a.合同例会開催:

人数を集めて講演会を開き、ゲストを誘う。b.プ

ラスワン例会:会員がゲストと同伴出席する。な

どが討議されたが、開催主体、経費などの話しが

未消化のため中途半端だったのは否めない。 

2.リーフレット作成・櫛田 

 ・プラザクラブが実践する地域奉仕活動説明 

 ・クラブの活動状況 

 ・活動状況の写真集 

  以上を掲載要件とし作り直す。なお、経費節減

のため手作り、長期に使えるものとする。 

 

チャリティーラン２００９ 

前夜からの雨が9時には止み、第16回チャリテ 

 



(最終走者まであと一人、ガンバレ！ ガンバレ！) 

ィーランは11月14日名城公園で行われた。10時半

YMCA加藤総主事の挨拶、深谷実行委員長の開会宣言

に続き全員でウォーミングアップ、11時半個人レー

ス、仮装チーム、チームレースの順に 50 チームが

次々とスターとする。 

プラザの役割は、外周コースに距離表示板の設置

とコースの誘導・走者の安全確保である。発走前メ

ンバー4 人は、距離表示板とロープを持ち外周 1.5

キロを歩いて取り付け、一息して走者誘導のため持

ち場に就く。 

 タッタッタと前を見つめて走る人、ハトが歩いて

追い抜くほどゆっくりな人、2 人並んで喋りながら

走る人、人さまざまな走りを見せてくれる。14日ハ

ゼ釣りで一緒の子どもたちが来た。「がんばれ、が

んばれ」と声を掛け、手を振って応援に熱が入る。

毎年お馴染みの仮装はアイスホッケーチーム、レガ

ードを着けた最終走者が通り過ぎた、そろそろ終わ

りである。 

 表彰式、開会式を終えてラッフル券の抽選会、今

年も当たらなかった。距離表示板とのぼりの片付け

に、再び1.5キロのコースを高田さんと2人で歩く。

毎日のジョギングノルマの7,000歩は達成したよう

だ。最後の撤収作業を島崎、鈴木さんにお願いして

われわれ高齢者はお先に失礼する。 

 

リーフレット作成の意味 

11月の初め西日本区事務所から案内があり、貴ク

ラブのように1年半連続して会員数が１５名に満た

ないクラブは、ロースターのＰ１４－４０９（クラ

ブが国際レベルの案件に対する投票権を持つため

には、クラブはガイドライン４１０に定められた通

り活動中であり、かつ今半期および直前２半期にお

いて最小限１５名の報告済みの会員を有していな

ければならない）により国際会長・国際議員等を選

ぶ権利がなくなります、ただし現在活動中で５～１

４名の報告済みの会員を有しているクラブは適用

免除申請を提出することにより投票権をえられる

救済措置がありますとの事。 

適用免除申請書は西日本区事務所に提出してお

きましたが、確かにクラブ運営を継続していくには

現在の９名では一人にかかる負担が大きく 15 名近

いメンバー確保は必要条件だと思います。現在は９

名でも会員一人ひとりが責任をもち協力し合って

なんとか円滑にクラブ運営はされていますが、一人

でも病気や仕事等で欠けたりすると運営に支障を

きたすのは目に見えています、プラザクラブを紹介

する新しいリーフレットを作りいままで以上に会

員増強の意識を全員が持ち、何とか今期中の目標で

ある2名増員を果たしたいと思います。 

私が入会した10年前は３名同時の入会式になり、

その後一人は例会日と仕事の時間の調整が出来な

くなり辞め、もう一人は会の雰囲気になじめない内

に退会されてしまいました。その当時私はこのクラ

ブはＹＭＣＡと少し関係のある社交クラブだと勝

手に自分で思っていたので、2・３年たってもワイ

ズやＹＭＣＡの関係が理解できず、会の雰囲気にも

なかなか馴染めなかった覚えがあります。 

ＹＭＣＡとワイズメンズクラブの関係・プラザク

ラブの活動状況・会費等がわかるリーフレットをメ

ンバーになってくれそうな方に渡し少しでも理解

していただいた後、例会に招待したほうが新しい会

員獲得には効率がいいと思います。 

(鈴木 誉三) 

 

発達検査 

 違う個性を持っているかもしれない子に「発達検

査」を行い、今どんな状態にあるか調べます。１０

年位前、プラザの皆さんに買っていただいた、あの

「ＷＩＳＫ－Ⅲ」が発達検査をする道具です。本来、

その子の発達のでこぼこ、得意なことや苦手なこと

を見つけ出し、育児や療育のヒントに役立てるのに

使われるもの。しかし、その診断結果の伝え方ひと

つで、その後の人生を悪いものにも、生まれてきた

事や産んだことが後悔の塊になることもあります。

ある意味凶器です。 

 発達検査の勉強会を開こうと、ある方に相談をし

ました。私は分からないことや、疑問をその方に話

しました。その中でのお話です。 

検査の結果（数値）は、文章にわかりやすくしたも

の（所見）を、保護者へ渡され、説明をされます。

しかし、その文書を書く人の言葉が、「○○ができ

ない」「○○は遅い」「○○は苦手」などの悪い指摘

と、「○○はできる」「○○は得意」と事実だけ記載

され、いったいこの先どうしたらいいのかわからず、

先生に尋ねると、よほどひどいことがない限り、「様

子を見てください」とか「あなたのお子さんは広汎

性発達障害ですね」と診断名をもらって終わりのこ

とがよくあるそうです。すべての先生がそうではな

いですが、子どものことで思い悩み不安を抱えなが

ら思い切って検査を受け結果が統計的なことのみ

で、保護者はさらなる不安を抱えてしまうことがあ

ります。どうしてそうなるかと尋ねたら、発達検査

を行うのは、多くの場合心理士が行い、心理士は決

められた手順で決められた説明をを淡々と話しデ

ータをとり、統計的な現状を言葉にして終わりだか

らだそうです。その先の指導を心理士が受け持つの

ではなく、検査を担当しているからそうなるそうで



す。なかなか相手（保護者）の立場で、アドバイス

をすることは難しいようです。相談した方も発達障

がいがある子の親のひとり。実体験として感じてい

るそうです。言われた言葉一つひとに惑わされ、ど

うしたらいいのか、これから先この子はどうなるの

か、親として何ができるのか、何を支えにしたらい

いのか・・・・ 

 じゃ、よく知っている人が検査をしたら、良い結

果でしょうか。その方のお子さんがある療育に通っ

ていて、彼女（お子さん）がよく慣れ大好きな心理

士の先生に発達検査をしてもらったら、その当時Ｉ

Ｑが６５位でした。成長があまりないので東京へ行

き検査をしてもらいに行くことになりました。忙し

い先生に診てもらうので、事前に予約し時間の１０

分前に部屋へ呼ばれ検査開始。違う地の初めて会う

先生から、どんな結果が出るのでしょうか。いつも

２時間近くかかりくたくたな顔をして出てくる検

査を１時間ちょっとで終わり、その上、子どもは楽

しかったと笑顔で出てきた。あの部屋で何が起きた

か分からないが、検査結果もＩＱが１０以上うえだ

ったそうで、短時間で、子どもも満足できる時間を

過ごし、持っている力をすべて出させる検査で、さ

すがプロの仕事と感動したそうです。 

このことから、検査する人により、大きく結果が

変わることがわかります。しかもＩＱ７０を下回る

と、障がい児と言われ大きな壁に当たるのです。 

 プラザの方に買っていただいたあのＷＩＳＫが

凶器にならず、保護者や当事者が結果を聞いて楽に

なり安心できる使い方をしたいと思います。今いる

担当スタッフが検査の方法を学び、データの読み取

りのトレーニングをする中で、もっとよいプログラ

ムを提供できるようにと考えています。 

 そして、よい報告をひとつ。 

今度の４月、ＹＭＣＡに通っていた子の中から、つ

いに社会人が生まれます。就職１号です。しかも中

学校の時は勉強ができず（その子は単純に学習障害

で読み書きが苦手）自分はダメな子だと困っていた

子でしたが、工業系の専門学校に行きたくさんの資

格を取り真面目さを評価され、学校推薦で大同特殊

工業の一般枠（障害者枠ではなく普通に）で採用を

いただきました。そして、もう一人は数の認知が全

くできず、計算は２ケタまでしかできなかった子が、

スギ薬局の姉妹会社に内定をもらい、数字が苦手な

のにもかからず、数字で書かれたファイル（スギ薬

局の６００以上の店舗を数字で表記してある）を同

じ数字のＢＯＸに分ける仕事をすることになりま

した。１から６００の数字の並びをイメージできな

いと難しいため、現在学校でトレーニング中だそう

です。 

 一緒に「ビールで乾杯！」の夢がすぐそこまで来

ました。楽しみです。 

もうちょっと大人になったら、ワイズの卓話で仕事

のことでも聞いてやってくださいね。 

(森宗 志保・名古屋ＹＭＣＡ) 

 

聖書に由来する語句・慣用句・諺 

【ひとりよりもふたりが良い】 

【8ここに人がいる。ひとりであって、仲間もなく、

子もなく、兄弟もない。それでも彼の労苦は窮まり

なく、その目には富に飽くことがない。また彼は言

わない、「わたしはだれのために労するのか、どう

して自分を楽しませないのか」と、これもまた空で

あって、苦しいわざである。9 ふたりはひとりにま

さる。彼らはその労苦によって良い報いを得るから

である。10すなわち彼らが倒れる時には、そのひと

りがその友を助け起す。しかしひとりであって、そ

の倒れる時、これを助け起す者のない者はわざわい

である。11 またふたりが一緒に寝れば暖かである。

ひとりだけで、どうして暖かになり得ようか。(旧約

聖書・コヘレトの言葉(伝道の書)4.8-11)】 

【一般的に「ひとりで考えるよりはふたりで考える

ほうが良い」と難問を解くときの喩えに使っている

が、『畑を耕すにも、災難から復興するにも、敵か

ら身を守るにも、夜暖をとるときにも、ひとりより

ふたりの方が良い。』と人の意見ではなく、一人身

の難儀さを語っていると、「聖書の名句」の著者は

コヘレトの助言を率直に同意している。11節の現実

的で俗っぽい記述から、「三人寄れば文殊の知恵」

のような解釈はあり得ない、と思うが・・・。日本

では、一人で生活するよりも夫婦で暮らしたほうが

経済的に得である、という意味の「一人口は食えぬ

が二人口は食える」のことわざが、ピッタリ当ては

まりそうである。 

 11 月 22 日は「いい夫婦の日」だそうだ。桂文珍

名誉会長の「いい夫婦をすすめる会」が、インター

ネットで16-69歳の既婚男女400人を対象にアンケ

ート調査した結果が、22日付日経新聞の夕刊に載っ

ていた。全世代の円満度では「とても円満」「まあ

円満」と答えた人を合わせて85%、「生まれ変わって

も今のパートナーを選ぶか」との問いには、45%が

「考える」、40%が「今の人を選ぶ」、15%が「別の人」

と回答。『世代別では50代は「今の人」と答えた男

性は 54%だったが、女性は 28%で、若い世代より夫

婦間の差が目立った。』とある。さて、50 を過ぎた

男性のみなさん！ あなたのご家庭はいかがです

か、奥方にお聞きになる勇気はありますか？】 

 

 

 




