
 

 

 
西日本区中部ホームページ・http://www.ys-chubu.jp/ 

２０１０年５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」 

【ＬＴ (ｌｅａｄｅｒ－ｔｒａｉｎｉｎｇ)＝「ワイズ読本」を活用して、クラブ内新入会員及び新たな役職につく会員への的

確な研修を持ちましょう。研修し合うことから新たな学びが与えられます。】 

５月例会・今後の予定ご案内               ４月例会・その他行事の出欠表   （敬称略） 

【５月第１例会(南山・グランパスとの合同例会)】 

日 時：５月１３日（木）・１９：００－２１：００ 

場 所：南山ＹＭＣＡ 

内 容：卓話・東欧ポーランドの民主化と日本 

    講師・野崎勉氏(現在、ポーランドとの貿易及び翻訳、

通訳等の設計関係の会社に勤めておられます) 

【５月第２例会】 

日 時：５月２７日（木）・１８：４５－ 

場 所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

出席者：役員（鈴木・櫛田・高田） 

(義務者)６月担当者（後藤・櫛田） 

    ７月担当者（未定） 

【今後の予定】 

1.名古屋クラブ第１例会 

 日時：５月１１日（火）・１９：００－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ ３Ｆ会議室 

 内容：卓話・久保田五十一氏（ミズノ・プロバットマスター） 

2.老人ホーム音楽慰問 

 日時：５月１６日（日）・小澤宅集合・１１：００ 

3.６月第１例会 

 日時：６月１０（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

 内容：卓話・市政よもやま話 

 講師：池田千晶氏(中日新聞記者、現在名古屋市庁詰め)他クラ

ブの方も歓迎します。参加費用(食事代)は1500円です) 

   ＊参加ご希望の方は、6月8日(木)までに連絡主事

の万福寺へご連絡ください。 

4.中部役員引継ぎ式 

日時：６月１９日（土）１３：００－ 

 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 

 後藤 猛 〇 〇  〇 

 島崎 正剛 〇 〇  〇 

会長 鈴木 誉三 〇 〇  〇 

会計 高田 廣 〇   〇 

 松永 裕子     

連絡主事 万福寺 昭美 〇 〇  〇 

ゲスト 山本 茂樹 〇    

ゲスト 横井 豊 〇    

      

M=ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 

 

 

 

 

 

 

出席率合計・(算定合計／会員数) % 88.9 

1.ニコボックス   (円) 

2.オークション・切手 

    

3850 

15960 

3850 

ファンド・当月合計／累計  19810  

６月号のブリテン寄稿者・松永裕子さん 

400字詰原稿用紙4-5枚程度でお願いします。 

E ﾒｰﾙ :moritaka_kushida@ybb.ne.jp 

7月号・小澤/8月号・鈴木/9月号・島崎 

10月号・高田/11月号・大島/12月号・後藤 

◆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。 



４月第１例会（プラザワイズデー）報告 

日時：４月８日(木)・19:00-21:00 

場所：ケンボー 

1.５月第１例会・鈴木 

南山・グランパス合同例会とする。 

2.６月第１例会日変更・鈴木 

 毎年６月実施のPOMを7月10(土)日-11日(日)に

変更し、6 月の第 1 例会は10 日(木)YMCA 会議室

で開催する。内容は卓話、小澤さんにお願いして

池田千晶氏(中日新聞・現在市庁詰記者)から名古

屋市政の迷走ぶりを語っていただく予定です。第

2例会は通常通り第4木曜日(24日)とする。なお、

POM 実施場所設定は６月担当者(櫛田・後藤)が行

う。 

3.中部役員引継ぎ式・島崎 

 6月19日(土)・名古屋YMCA3F会議室に決定。 

4.折り鶴・鈴木 

 南山から「プラザと一緒に千羽」との申し入れ、

当方700羽作成済み。残り300 羽をお願いする。 

5.ブリテン名古屋地区クラブ別配布部数確認・櫛田 

 4 月 2日、名古屋地区会長連絡会では未決定との

こと。既に4月号ブリテンはグランパス会長宛1

部のみ、他3クラブは会員数配布する。 

6.食事会 

  小澤さんに紹介された行きつけの飲み屋ケン

ボーに、ゲストの横井さんを向かえ総勢9人が集

まる。簡単な連絡事項を済ませ「とりあえずビー

ル」で乾杯、もっぱらの話題は長引く不況の真っ

只中をどう乗り切るか、一国一城の主たちは大変

である。リストラに悩み、海外に活路を求めるか、

などのお話に「デフレはもっけの幸い」を決め込

む年金生活者には縁遠いことである。 

  途中、山本さんが来てくれる。病気はまだまだ

のようで食べ物の味がわからないらしい。アルコ

ールはとんでもないともっぱらウーロン茶を飲

む傍らで、ビールを空けるには少々気が引ける。 

  横井さんには会社を卒業したら再入会を、山本

さんには病気を早く治してプラザに復帰してく

ださいとお願いする。9時解散。 

 

４月第２例会報告 

日時：４月２２日（木）・18:45-20:00 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

1.５月第１例会(合同例会)・鈴木(詳細略) 

 講師は早稲田大学大学院理工学建築専攻修了後、

ポーランド政府給費留学生としてワルシャワ工

科大学大学院建築学修了する。ポーランド建築家

協会会員、在日ポーランド商工会議所代表。愛知

万博にてポーランド館の設計・監理・解体に携わ

る。現在、会社取締役を勤めるかたわら、名古屋

女子大学など3校の講師を務める。 

2.老人ホーム音楽慰問・小澤 

 5月16日予定、詳細は後日連絡する。 

4.６月第１例会卓話・櫛田 

中日新聞記者池田千晶氏の卓話の聴衆を他クラ

ブメンバーに開放する。 

5.引継ぎ式・島崎 

 詳細打ち合わせは5月第2例会で行う。 

6.例会の開催曜日変更・櫛田 

 YMCA から各クラブが重複する第2・4木曜日例会

開催の変更の要請について、第 1・3 木曜日の提

案がありました。本日欠席者の意見を聞き全員合

意の上で新年度から実施予定。 

7.POM開催・後藤 

 山行きが続いたので今年は海、幹事に一任する。 

8.新年度クラブ役員・島崎 

 会長             島崎正剛 

 副会長            松永裕子 

 書記／ブリテン委員長／メール委員 櫛田守隆 

 会計／ブラザファンド     後藤 猛 

 直前会長／IBC・YEEP       鈴木 誉三 

 YMCAサービス          小澤 幸男 

 EMC／広報事業          高田 廣 

 CS・TOF/BF・EF/BF・JWF     大島孝三郎 

 連絡主事           万福寺昭美 

 
(山本さん、横井さんもご一緒の食事会です) 

またまた旅行記 

旅行企画好きの私ですが、今回は宮崎へ行ってき

ました。宮崎といえば、「どげんかせんといかん！」

という某宮崎県知事さんを思い浮かべます。空港に

着くと、ロビーには「あの知事さん」の等身大パネ



ルがあり、そこで記念写真をパチリ。 

 そもそも何故宮崎かというと、高千穂峡というパ

ワースポットに行きたかったためです。TVで有名な

江原氏が言っていた場所です。高千穂神社の近くの

小さな橋にそのポイントがあるらしく、橋の真ん中

で手をかざすと、手にピリピリとした感じが伝わっ

てくるようです。パワースポットが本当かどうかは

わかりませんが、そこには豊かで美しい自然があふ

れ、私たちを気持ち良くしてくれるすがすがしい

「気」が充満しているようでした。 

 宮崎市では、もちろん宮崎県庁に行きました。県

庁内に入ると、知事さんの等身大人形が観光客を出

迎えています。宮崎県庁で一番印象に残ったことは、

県庁周りを固めている警備の方たちのフレンドリ

ーさでした。警備の人、特にお役所の警備といえば、

硬いイメージだと思いますが、そこは違っていまし

た。その対応からは、「宮崎をもっと知ってほしい」

という心が表れているかのようでした。知事が宮崎

の広告塔として活動していることは周知の事実で

すが、それを囲む人たちも同様な気持ちで取り組ん

でいるのかなと思いました。一つ残念なのは、宮崎

市の中心街に、それも日曜日なのに、びっくりする

ほど人がいないことです。人の通行量を例えていう

なら、日曜日の南山 YMCA 前のような静けさです。

みんなどこに行っちゃったんだろう？これこそ、

「どうにかせんといかんがね」と言いたい私でした。 

(万福寺 昭美) 

 

苗字 

昨年の11月23日夜、イエメンで拉致された邦人

男性が8日ぶりに解放された。24日各メディアは、

真下武男(63)さんとそれまで伏せていた名前を一

斉に報じた。中日新聞は「ましも」と括弧書きで仮

名を振ってあった。日経新聞の見出しには「日本国

内で安否を心配し続けた家族や会社関係者は、本人

からの電話に安堵(あんど)の表情を浮かべた」とあ

る。仮名を振るなら「あんど」より「ましも」の方

が親切だと思うが。13年ほど前のテレビドラマ、「踊

る大捜査線」に登場する人物「真下正義」は「まし

た」と呼ばれていた。苗字の読み方は難しい。映画

「釣りバカ日誌」のハマちゃんこと「浜崎伝助」は、

劇中「はまざき」と濁音読みの相手に「はまさきで

す」、とわざわざ訂正する場面がよくある。彼の出

身地は宮崎県都城市、テレビショッピングの「ジャ

パネットたかた」の高田明社長は長崎県佐世保市出

身、やはり九州、九州出身の人の苗字は清音読みが

多いのだろうか。読み方が地方により違うこともあ

る。現役時代仙台に赴任したとき、山形県鶴岡市に

ある系列店の事務員に「東海林(しょうじ)さん」と

呼び、「こちらでは“とうかいりん”と言います」

と言われた。われわれ戦前生まれの世代は、「東海

林」と言えば“泣くなよしよし ねんねしな”の歌

詞とともに東海林太郎を思い出す。難読な苗字もあ

る。政治学者の五百旗頭(いおきべ)真、先の総選挙

で話題になった幸福実現党党首饗庭(あえば)直道

などは、はて？と首を傾げる。斯(か)く言う私も「せ

つだ」とか「やなぎだ」とか言われることが度々あ

り、ラーメン屋の順番待ちノートには平仮名で「く

しだ」と書くことにしている。日本の苗字の種類は

30 万種と言われ移民国家アメリカの 150 万種には

及ばないが、中国の 4100 種、韓国の 250 種に比べ

れば遥かに多い。これは明治3年の平民苗字許可令、

8 年の平民苗字必称義務令に起因する。当時平民の

人口比は93%、成人男子(15 歳以上)の識字率は79%

女子21%と推定され、「平民の多くは読み書きできな

いため、地元の神主や坊主のところに列を成した」

と当時のこぼれ話をよく聞く。一部の人は相談に出

かけただろうが、列を成すほどではなかったと考え

られる。苗字の由来も地名、地形、方位、職業など

を適当に付けていたが、「小鳥遊」(たかなし＝鷹な

し、鷹がいないので小鳥が遊ぶ)、「八月一日」(ほ

づみ＝8 月 1 日に稲の穂を摘む行事)など判じ物の

ようものもある。また、華族(公家・大名)や士族(武

士)も分家して平民となり新たな苗字を名乗った者

もいた。盛岡藩家老の息子であった原敬がこの例で

ある。自分の出自を本やネットで調べ、由緒ある貴

族や武士の名に行き着くことがあるが、昔々彼らの

名も地名に由来していたり、彼らの名が地名になっ

たり、またその名を平民が拝借したりしていたりと、

その真偽のほどは定かではない。因みに現在約 200

万人が名乗る苗字日本一の「佐藤」さんは、『下野

佐野庄の領主であった藤原秀郷(ふじわらのひでさ

と・平安時代中期の武将。俵藤太の通称で知られ、

近江三上山の百足退治の伝説で有名。平将門追討の

功により勢力を拡大、源氏、平家と並ぶ武門の棟梁

として多くの家系を排出した)の子孫公清、公脩の

兄弟が、佐野の佐と藤原の藤を合わせた佐藤をした

ことに始まる。』(グーグル・「苗字の由来のルーツ探し」よ

り)とある。明治2年士農工商の身分制度が廃止され、

四民平等が実現したときの人口比は華族 0.01%、士

族 6.4%、苗字から貴族や武士に繋がる確率は 6-7%

程度と推察する。苗字本などから「私の先祖は・・・」

などと、少なくとも明治以前のルーツをひけらかす

のは慎んだほうがよさそうである。 

(櫛田 守隆) 



聖書に由来する語句・慣用句・諺 

【31人の子が、その栄光を帯びてすべての御使いた

ちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位に着き

ます。32そして、すべての国々の民がその御前に集

められます。彼らは、羊飼いが羊と山羊とを分ける

ように彼らをより分け、33羊を自分の右に、山羊を

左に置きます。34そうして、王はその右にいる者た

ちに言います。『さぁ、私の父に祝福された人たち。

世の始めから、あなたがたのために備えられた御国

を継ぎなさい。』35 そして『あなたがたは、わたし

が空腹であったとき、のどが渇いていたときに食べ

物や飲み物を与え、旅人のとき宿を貸し、36裸のと

き着る物を与え、病気のとき見舞い、牢にいたとき

訪ねてくれたからです。』37-39すると彼らは『いつ、

私たちはそのようなお世話をしたのですか』との問

いに 40答えて『助けを求めている者に何気なく親切

にした、それがわたしにしたことなのです』。41 そ

れから、王はまた、その左にいる者たちに言いまし

た。『のろわれた者ども。わたしから離れて、悪魔

とその使いたちのために用意された永遠の火には

いれ。』42-43 さらに『あなたがたは、わたしが空腹

やのどが渇いたなど困ったとき、助けてくれなかっ

た』44すると彼らは『いつ、私たちはあなたを助け

なかったのですか』と問われ 45『助けを求めている

者に目も留めず、顧みることがなかったのは、わた

しにしなかったのと同じです』と答えた。46こうし

て、この人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たち

は永遠のいのちにはいるのです』(マタイの福音書

25.31-46・引用が長くなるので35節から40節までと42節から

45節までは、概略を記しました。)】 

【主語が「人の子」「王」「わたし」と節ごとに変わ

るが、「イエス」に置き換えてよさそうである。助

けが必要な人たちに親切を施す、施さないが、たと

えそれが無意識であっても、永遠のいのちを授かる

羊側の正しい人たちと、永遠の火の中に入る山羊側

の呪われた人たちと区別するのは少々酷なような

気がする。右と左、善人と悪人、天国と地獄に分け

る基準は何だろう、と思う。 

『相手のことも祈る 神仏は皆平等』のタイトル

で中日新聞に載ったひろさちや(宗教評論家)のエ

ッセイはこんな書き出しだった。中国の東晋時代、

ある仏教僧のところに一人の将軍が来て、「敵国と

戦をすることになったので、戦勝の祈願をして欲し

い」との頼みに、僧は弟子たちを集めて大々的な祈

祷をした。そのあと将軍に「今あなたの戦勝を祈り

ましたが、同時に相手の将軍の武運長久も祈ってお

いた。あなたはそのことを忘れないように」と。】 

Ｚｏｏｍ・PIIGSの次はSTUPID(バーカ!) 

 今年 3 月号の表題「ビッグスって何ですか?」の

文中、ギリシャの公務員数を人口の1/3と記載した

が、あとで常識的に多すぎると気になっていた。組

合のストや財政支援のニュースが賑やかになった

最近の記事から、ギリシャの労働人口は約 500-600

万人、うち公務員数はその20-25%ほど、従って総人

口のおよそ 10 人に 1 人が公務員であり、3 月号の

1/3 は間違いでした。訂正いたしてお詫び申し上げ

ます。あれから約 2 ヶ月、「遊び呆けて積み上げた

キリギリシャの借金を、我々の税金で助けるのは嫌

だ」とごねるドイツをフランスが説得して、初年度

ユーロ圏15カ国が2/3・IMFが 1/3の300億ユーロ

(約 3兆 8000億円)を金利年5%程度で融資すること

が 4 月 11 日決まった。当面の資金繰りの心配はひ

とまず後退したが、今後高金利の利払い負担が続き

赤字圧縮の時期を遅らせるだろう、だったが、事態

が急変、以下の一部を書き換えるハメになる。 

24日付の新聞は「ギリシャが緊急融資要請 国債

暴落」と一斉に報じた。EU統計局が22日2009年の

財政赤字が従来見通しから拡大したとの発表を受

け、米格付け会社が国債の格付けを引き下げたため

である。『国債が投機的材料に 首相、市場に恨み

節』と中日新聞の見出しにあるように、金融市場で

は利回りが 8.9%に上昇した。4 月から 12 月までに

総額530億ユーロ(6兆6000億円)の償還を控えてい

るが、とりあえず 5 月 19日までに 450 億ユーロ(5

兆 6000 億円)の融資が実施される見通し。IMFの支

援が始まれば 19%から 21%に上げたばかりの消費税

をさらに上げ、公共事業は大幅縮小することになる。 

次は英国である。総人口に対する公務員比率は

9.8%、その英国が侮蔑的な略語「STUPID」の一員と

して最近海外の経済誌に採り上げられるようにな

った。STUPIDたちの対GDP比債務残高(2009年・OECD

資料)は、スペイン(59.3%)・トルコ(67.9%・ECB(欧

州中央銀行)・2005年度)・イギリス(United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland・71.0%)・

ポルトガル(83.8%)・イタリア(123.6%)・ドバイで

ある。5月6日に行われる英国の総選挙は、『財政再

建手法など焦点に 与党(労働党)・増税で対応 野

党(保守党)・歳出を削減』(4 月 14 日付日経新聞)

の見出し通り財政再建策が争点になる。 

では日本は? 11年度以降、景気低迷で税収を落ち

込むなか、子ども手当倍増などマニフェスト実現に

向けて一層の財政出動をした場合、債務残高が GDP

比 200%を超え、国民一人当たり750万円ほどになり

そうである。 




