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２０１１年２月号 
「主題」 

  国際会長    ：「心新たに立ち上がろう」 

  アジア地域会長 ：「心新たに立ち上がろう」 

西日本区理事  ：「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」 

中部部長    ：「ワイズはフェイスtoフェイス！」（コミュニケーションは顔を見て声をかけて） 

  プラザクラブ会長：「とにかく楽しくやってみよう」 

【ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ＝ワイズの大事な活動資金です。各クラブでしっかりアピールし、しっかり集

めて、しっかり活用いたしましょう。】 

２月例会および今後の予定案内              １月例会およびその他活動報告    (敬称略) 

出  席  者 役 員 会 員 氏 名 

１ ２ ① ② ③ 

 大島 孝三郎 〇 〇    

 大平 純市 〇     

 小澤 幸男  〇    

書記 櫛田 守隆 〇 〇    

会計 後藤 猛 〇 〇    

会長 島崎 正剛 〇 〇    

直前会長 鈴木 誉三 〇 〇    

 高田 廣 〇     

連絡主事 万福寺 昭美 〇 〇    

ゲスト 鈴木 孝治      

       

       

       

① 

② 

③ 

課外活動 

 

出席率・％ 100.0 

1.ニコボックス 15500  

2.オークション   

当月合計／累計 15500 32650 

３月号ブリテンの寄稿者は鈴木さんです。 

400字詰原稿用紙4-5枚を目安にお願いします。 

Eメール moritaka_kushida@ybb.ne.jp 

【２月第１例会(TOF)・4クラブ合同例会】 

日時：２月１０日（木）・１８：４５－ 

場所：名古屋ＹＭＣＡ ３Ｆ会議室 

内容：オークション 

   競売品を1人1品以上持参のこと 

【２月第２例会】 

日時：２月１７日（木）・１８：４５－ 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

内容：次月例会打合せ 

出席義務者：役員（島崎・櫛田・後藤） 

      ３月担当者（小澤） 

      ４月担当者（島崎・後藤） 

【今後の予定】 

1.ＥＭＣシンポジュウム 

 日時：２月１９日（土）・１４：００－１７：３０ 

         懇親会・１８：００－ 

 場所：四日市総合会館 

2.３月第１例会 

 日時：３月３日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

3.３月第２例会 

日時：３月１７日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

4.第１４回西日本区大会 

６月１１日（土）～１２日（日） 

６月１１日・大会  京都市国際交流会館    13:30 

・懇親会 ウエスティン都ホテル京都 18:00 

 ６月１２日・大会  ウエスティン都ホテル京都  9:30 

       閉会式              12:30 

 

４月号・島崎 ／５月号・大平 ／６月号・高田 

７月号・大島 

TOF=Time of Fast(断食) CS=Community Service(地域奉仕) FF=Family Fast(家庭での断食) 
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(松の内に開かれた例会、あけましておめでとうございます。) 

１月第１例会報告 

日時：１月６日（木）・18:45-20:30 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

1.卓話「定年後の趣味の中から」 

 講師：鈴木 孝治 

  愛知銀行、関連会社出向、都市再生機構と48年間

勤め、平成17年4月に退職した。就職のとき学校の

教師から「挨拶・返事・明るい笑顔を忘れないよう

に」の教えを信条に、サラリーマン時代を過ごした

お陰で大過なく、順調な会社人生だったと思ってい

ます。 

  67才で退職、年金や何だ彼んだと役所での手続き

を半年ほどしていましたが、それが終わると何もす

ることがない。ダラダラとした生活は性に合わず、

文化教室に通い合唱、スケッチ、書道、スポーツジ

ム、釣り、朗読、詩吟などの趣味探しを始めた。今

まで続いているのは詩吟と朗読、詩吟は「曽山流樹

徳吟詠会柳光会光祈支部の「3段」、朗読はNHK文化

センターから「朗読中級 1」をいただくまでになり

ました。 

 

(退職後から始めた朗読と詩吟について楽しく語る) 

また、声帯のメカニズムと発声を分かりやすく指 

導する、NHK カルチャーの「発声講座」を受けたこ

とで、朗読や詩吟には大変役立ちました。上手くな

るに従い「誰かに聞いてほしい」「どこかで発表した

い」との思いがつのる。たまたま、名古屋市振興事

業団が朗読劇の人員募集に応募して合格、シェイク

スピアの「真夏の世の夢」に若者たちと一緒に出演

して元気をもらいました。小学校にも行って子供た

ちに童話を読み聞かせています。今、社会との関わ

りを持ち表現する魅力、楽しさを満喫しております。 

  お話が終わり、芥川龍之介作の短編「蜜柑」の朗

読と詩吟を1曲吟じてくださいました。一生懸命、

努力する、頑張る、などという言葉に無縁な私には

別世界のお話でした。ありがとうございました。 

 

(芥川龍之介作の「蜜柑」を朗読してくださいました) 

2.2月第1例会(TOF)・島崎 

 東海・南山・グランパス・プラザの合同例会(オーク

ション)を開催、中部部長が公式訪問される。 

3.ファンド納付・島崎 

 会計は予算通りの金額を1月15日までに西日本区へ

送金してください。 

4.EMCシンポジュウム開催・島崎 

(1面参照) 

 

１月第２例会報告 

日時：１月２０日（木）・18:45-20:00 

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

1.2月第1例会(TOF)・島崎 

・(日時・場所1面参照) 

 ・渋谷中部部長公式訪問される。 

 ・オークションを行いますので競売品を1人1個以

上持参ください。 

 ・総合司会・東海の杉山さん、オークションの進行

役・グランパスの坂倉さん、オークションのポイ

ント配分・東海の八木さんと大まかな役割は決ま

っているが、細かな役目は当日各人に割り振る。 

 ・例会終了後有志の方は飲み会、会費は未定。 

2.EMCシンポジュウム参加者確認・島崎 
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 大島、櫛田、島崎、鈴木、高田の5人。 

3.3月第1例会・小澤 

 お年玉はがきの当選切手持参のこと。中日新聞の池

田記者に卓話をお願いしてみる。 

4.中間決算報告・後藤 

 8月6日、BF・TOF・CS・FF・メネット会費、ロース

ター代金および前期分の西日本区会費・連絡主事費

など総額136,100円を西日本区へ支払う。後期分の 

西日本区会費・連絡主事費・YMCAサービス費は2月

15日までに支払う予定。(詳細略) 

5.ホームページ委員会開催・大島 

 2月12日・金沢、詳細な時間・場所は不明。2月第

1例会までに参加者は申し出る。 

6.次期クラブ役員(案)・大島 

 (略) 

  

映画の話 

その1 ディズニーのウソ 

 眉毛は顔の中で1番動くところで喜怒哀楽の表情が

出るところだそうです。剃ってしまうと表情の変化が

出ない、怖い顔になってしまうようです。これを1番

有効に使ったのはウォルト・ディズニーとのことです。 

 映画で俳優が演技する場面は問題ないですが、漫画、

特に動物のアニメーションの場合は、表情を出すのに

実際には眉毛がない動物にまで眉毛をかいています。

インターネットで眉毛があるキャラクターを探しまし

たら、たとえばミッキーマウス、ドナルドダック、シ

マリス、ブタ、ウサギ、フクロウ、キツネ、コ－ロギ、

コガネムシ、イモムシ、カンガルー、オランウータン、

ハイエナ、ウマ、ロバ、ネコ、トラ、ライオン、魚な

どに眉毛がありました。ディズニーも子どもたちに多

くの夢を持たせましたが、ウソも見せていたというこ

とです。 

 以上何も役立たない眉毛の話題です。 

その2 裁判員制度 

 昨年から裁判員制度が始まりましたが、友人で裁判

員になった方はまだいないようです。いずれ抽選で回

ってくるかもしれません。 

 裁判員制度で連想したのは、アメリカの陪審員制度

です。日本は裁判員6人と職業裁判官3人で有罪無罪

と量刑まで決めるようです。陪審員制度は12人の陪審

員が有罪か無罪かだけ決めて、量刑は裁判官が決める

ようです。私が高校時代に見た映画「12人の怒れる男」

は、陪審員制度を取り上げた名画です。内容は18歳の

子どもが、いつも虐待を受けている父親を殺した罪を

裁く法廷と陪審員が審理する部屋での状況を描いた、

96 分の心理ドラマです。最初はただ 1 人が無罪(ヘン

リー・フォンダ)、11 人が有罪から証人の証言の不合

理さ、思い込みなど陪審員の個人的な理由(早く終わっ

て野球を見に行きたい)、事情(親子関係)などを一つず

つ潰し、最後に全員無罪という結論が出るまでの、手

に汗を握る映画でした。50年も前の映画ですが、今も

鮮明に覚えているのは、有罪(GUILTY)と無罪(NOT 

GUILTY)の2つの単語です。 

 500 円の DVD で販売されています。一度購入してご

覧ください。私は持っていますので、見たい方はお貸

ししますのでお申し付けください。 

その3 アメリカの魅力的な男優は早死？ 

 昔BSを見ていたら、その日はちょうどオードリー 

・ヘップバーンの生誕80周年とのことで「おしゃれ泥

棒」と「昼下がりの情事」を放映していました。ゲー

リー・クーパーと共演した「昼下がりの情事」を 30

年ぶりに見ました。若いときは考えなかったことです

が、劇中ヘップバーンと恋に落ちる初老のゲーリー・

クーパーが非常に魅力的でした。あとで調べたら 56

歳の時に演じていました。私、現在66歳ですが56歳

当時はどんなであったろうと考えますに、ただのオッ

サンでした。そして彼が亡くなった年齢は60歳でした。

私の方が長生きしています。 

 そんなことで、早く亡くなった男優を調べてみまし

たら、「風と共に去りぬ」のクラーク・ゲーブルは 59

歳、やはりBSで放送していた「バッファロー大隊」の

ジェフリー・ハンターは 42 歳、タイロンパワーは 44

歳、スティーブ・マックイーンと「シェーン」のアラ

ンラッドは共に50歳で亡くなっています。歌手ではエ

ルビス・プレスリーが42歳、ナット・キング・コール

が46歳という年齢で亡くなっています。 

私は、当時の大俳優、大歌手より長く生かさせても

らっています。 

(小澤 幸男) 

 

聖書の言葉 

【さて、イエスは、悪魔の試みを受けるため、御霊に

導かれて荒野に上がって行かれた。そして、40 日 40

夜断食したあとで、空腹を覚えられた。すると、試み

る者が近づいて来て言った。「あなたが神の子なら、こ

の石がパンになるように、命じなさい。イエスは答え

て言われた。「『人はパンだけで生きるのではなく、神

の口から出る1つ1つの言葉による。』と書いてある。」

(マタイによる福音書4.1-4)】 

【「人はパンのみに生くる者に非ず」の解釈は、『人は

物質的満足を求めて生きるものではなく、精神の充実

をはかることが大切である。』(広辞苑)が一般的である。

上記聖句の末尾「・・・と書いてある。」は旧約聖書の

申命記(8.3)、「それで主はあなたを苦しめ、あなたを

飢えさせ、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知ら
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なかったマナをもって、あなたを養われた。人はパン

だけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉に

よって生きることをあなたに知らせるためであった。」

の記述をいう。「マナ」とは、紀元前13世紀モーセが

大勢のユダヤ人を連れてエジプトを脱出したとき、砂

漠を移動中に食べ物がなくなり「エジプトに居た方が

ましだった」と責められたモーセが神に祈ると、天か

ら降ってきた食べ物である。降らせたのは「主の口か

ら出るすべての言葉」、この場合の「ことば」とは、ギ

リシャ語の「ロゴス」を意味するらしい。『ロゴスはユ

ダヤ人にもギリシャ人にも等しく、宇宙の支配的な事

実を表していた。ユダヤ人は、「主の言葉によって、天

は造られた」ことを信じ、ギリシャ人はロゴスが宇宙

を支配する原理そのものであり、すべての自然法則は

その特殊な表現であると考えた。したがって両者とも、

このロゴスが万物の出発点であるということにおいて

は一致していたのである。』(新聖書辞典)】 

【広辞苑で「ロゴス」を引くと『(本来は、人々の話す

「ことば」の意) ①概念・意味・論理・説明・理由・

理論・思想などの意。②言語・理性。③実体化されて

世界を支配する理法。④キリスト教では「神の言(こと

ば)」、すなわち「子なる神」(三位一体の第二位)。』と

ある。第二位とはキリストのことである。ロゴスがキ

リストを指す意味で用いられるようになったのは、4

世紀に開かれたニカイア公会議において三位一体論が

公認されて以降であろう。】 

 

Ｚｏｏｍ・チュニジアの政変 

 北アフリカの北西部に位置するチュニジアは、1956

年フランスより独立、翌年共和制に移行、ブルギバ大

統領が就任、1987年当時首相のベンアリ氏はブルギバ

大統領を解任して大統領に就く。以後 2011 年 1 月 14

日に国外脱出まで、23年間続いたベンアリ政権の独裁

体制は崩壊した。外務省の資料は「ベンアリ大統領は

強力なリーダーシップを発揮し、近代化・西欧化を推

進する一方で、社会主義及びイスラム過激主義運動を

弾圧し政治的安定を維持する。また、初等教育の普及

と高等・専門教育の充実に力を入れている。」とアラブ

連盟の加盟国でありながら欧米寄りの政権に気を使っ

ている。 

 新聞報道によると、12 月 17 日、国の中部に位置す

る小都市で露店を開いていた若者の荷車を、警察が無

許可を理由に没収したため、彼は抗議の焼身自殺をし

た。これに同情した若者たちが、交流サイト「フェー

スブック」で呼びかけて抗議デモが広がる。「当局はネ

ットの検閲や情報遮断などの妨害工作を行ったが、利

用者は接続元を隠すソフトをネットで公開、対抗した」

(共同)。また、ウィキリークスによる大統領一族の腐

敗ぶり、政権私物化が暴露され、抗議デモが反政府運

動につながり激化した、という。開発独裁国(注)の常

套手段である「言論統制」がいとも簡単に全土を駆け

巡ったのはなぜか？ 地元の記者は「ツイッター、ユ

ーチューブはネット上で全面公開されるため、接続が

禁止されていたが、フェースブックは黙認されていた。

『たいてい内輪のたわいのない話、当局もなめてい

た。』」と語っている。この政変を国の特産物にちなみ

「ジャスミン革命」と呼んでいるが、ネットを媒体に

市民が蜂起したことから、「ネット革命」あるいは「フ

ェースブック革命」と表現するところもある。チュニ

ジアの若者は「プレスは情報を入手すると、自分たち

の伝えたいロジックに合わせたがり、彼らのストーリ

ーに合わないと無視するものだ」「ツイッターでデモを

組織しようと試みたけど、抗議者より警察の方がたく

さん集まったよ」とツイッターでメディアを皮肉って

いる。 

チュニジア政変に触発されて周辺国で反政府運動が

頻発しているが、主な原因は高失業率、物価高騰(イン

フレ)、貧困などである。各国の2010年度の失業率・

インフレ率(前年比・予測値)、1 人当たり GDP(ドル)

は次の通り。チュニジア 13.2%・4.2%・$4,171、エジ

プト9.2%・10.7%・$2,450、アルジュリア10.0%・5.3%・

$3,996、イエメン30%以上・10.8%・$1,061、ヨルダン

13.0%・5.8%・$4,200、ちなみに日本の失業率は 2010

年度平均 5.1%・インフレ率は－1.1%、1 人当たり GDP

は$39,740(約330万円)である。これからはサウジアラ

ビア、モロッコ、リビア、レバノン、モーリタニアが

危ない。原因の一端はアメリカが、怪しい金融商品を

世界にばら撒いて世界の景気を冷やしたり、今度は温

めるために紙幣を大量に印刷したりしたお陰ですが、

そのアメリカが一連のアラブ世界の騒乱に対して発す

る“声”が小さい。30日付の中日新聞は「オバマ大統

領は報道陣に『エジプト政府やエジプト国民と協力し

ていく』と語ったが、前日と違ってムバラク氏との良

好な関係を強調する言葉は聞かれなかった。」と伝える。 

アメリカは、ホメイニ師が反政府運動をラジオでアジ

ったことが発端となり、親米のパーレビ王朝が崩壊し

てイスラム共和国が成立した、1979年のイラン革命が

トラウマになっていないか。もし、アラブ世界の世俗

主義国家がドミノ理論で崩壊し、原理主義が支配する

国家が次々に成立したら、世界は闇に包まれるかもし

れない。イスラエルのメディアは、ムバラク大統領の息

子と家族が出国した、と報じる。パーレビ国王一族も早々

に国外へ、ベンアリもサウジに逃げた、そして・・・。 

(注)開発独裁・強い権限を持つ指導者や政府が、市民の権利抑

制も辞さずに資源を経済建設に集中的に投入する統治モデル。

迅速な意思決定を通じた効率的な開発・発展と高い経済成長を

狙えるという理由で「独裁」を正当化する例も多い。(日経新聞) 




