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２０１２年１０月号
「主題」

国際会長     ：世を照らす光になろう

アジア地域会長  ：歳月はＹ’ｓをワイズ(賢者)にする

西日本区理事   ：先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで､地域で、国際社会で

中部部長    ：前へ！ 声を掛け合い

プラザクラブ会長 ：明日に希望を クラブに活力を

強調月間・ポイント：【BF=世界につながる、世界をつなげるブラザーフッド基金(BF)。使用済み切手収集

から始まる国際交流の輪。あなたの貢献で世界のワイズはつながる。】

１０月例会および今後の予定案内             ９月例会およびその他活動報告   (敬称略)

【１０月第１例会】

日時：１０月１１日(土)・１８：４５－

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室

内容：卓話「地球環境問題とその対応」

講師：森 健氏

【１０月第２例会】

日時：１０月２５日(木)・１８：４５－

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室

内容：次月例会の打ち合わせ

出席義務者：役員（高田・櫛田・常盤）

      １１月担当者（後藤・万福寺）

      １２月担当者(島崎・大島)

【今後の予定】

1.根ノ上祭り

日時：１０月８日(月・祝)・１０：３０－

場所：ＹＭＣＡ根ノ上キャンプ場

2.陶芸教室

日時：１０月２７日（土）・現地１０：００集合

場所：佐渡山工房

    土岐市下石(おろし)322-2 TEL.0572-57-2656

◆まだ人数に余裕がありますので、ご希望の方は連絡主

事の万福寺までご連絡ください。

3.南山ピースフルサンデー(バザー)

日時：１０月２８日(日)・１０：００－

場所：南山ＹＮＣＡ

4.第１９回チャリティラン

日時：１１月１０日(土)

役 員 会 員 氏 名 出  席  者

１ ２ ① ② ③

直前会長 大島 孝三郎 〇 〇

副会長 小澤 幸男 〇

書記 櫛田 守隆 〇 〇

後藤 猛 〇

島崎 正剛 〇

鈴木 誉三 〇

会長 高田 廣 〇 〇 〇 〇

会計 常盤 眞理子 〇

連絡主事 万福寺 昭美 〇

① ユースコンポ 9/11

② びわ湖部・中部有志によるゴルフ大会

9/28

出席率・％ 100.0

当月 累計

クラブファンド・円 4100 10600

11月号寄稿者(400字詰原稿用紙4-5枚程度)・大島

12 月号・後藤／1 月号・常盤／2 月号・万福寺   

3月号・小澤／4月号・鈴木／5月号・島崎

【2012-13年度クラブ役員】大島孝三郎・メール委員/小澤幸男・Ｙサユース/櫛田守隆・広報事業.ブリテン担当.ＨＰ委員

後藤猛・副会計/島崎正剛・ＥＭＣ.交流/鈴木誉三・会計監査.地域奉仕.環境/高田廣・ファンド/万福寺昭美・連絡主事

BF( Brotherhood Fund ブラザーフッド資金)・国際役員やBF代表などが公式行事に参加する旅費などの資金源として、全ワイズメ

ンの参加によって集められる資金。使用済み郵便切手を集め、切手市場で換金している。
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９月第１例会報告

日時:9月13日(木)・18:45-20:30

場所:名古屋YMCA会議室

1.卓話:「日経テスト」について

講師:大島 孝三郎

野外例会中止のピンチヒッターでお願いした大島さ

んの卓話は、3 か月前に受験された IRT 手法の「日経

テスト」の解説と成績の反省にわれわれへの「日経テ

スト」でした。第1問は、『消費の現場で言われる「シ

ックスポケット現象」のシックス(6)に当てはまるもの

を下の選択肢から選びなさい。①ばあちゃん②任天堂

③紳士用スーツ④バレンタインデー』。「シックスポケ

ット」の意味は、2004年ごろからアパレル、百貨店業

界で子どもや孫のためにお金を使う両親、両祖父母の

計6つの財布を意味するマーケティング用語、とのこ

とです。正解は①でした。

こんな問題が5問続く。「日経テスト」とは、経済と

ビジネスに関する理解力、ニュースに対する感度や考

える力など「知識」だけではなく「経済知力」を測る

テストです。問題は100問、試験時間は80分、1問に

平均48秒しかかけられない。問題を読み返す暇はない

だろうから、問題を1度読んだだけで理解する必要が

ある。また、例題を読む限り意地悪な問題が紛れてい

る。たとえば、『次の世界ランキング(2011 年 7 月 29

日時点、金融を除く)は何を表わしているか。

順位  企業名(本社)       金額(兆円)

1   エクソンモービル(米国)   30

2   アップル(米国)       27

3   ペトロチャイナ(中国)    23

4   BHP ビリトン(豪英)          19

5   マイクロソフト(米国)    17

①年間売上高 ②設備投資額 ③研究投資額 ④株式

時価総額』

答えは④ですが、昨年8月アップルの株式時価総額が

一時エクソンモービルを抜き、今年の 4 月には「1 株

1000ドルを超すのでは」との観測記事が頭にあった人

は、「時価総額はアップル」と思い込み、④を外すと「ド

ツボ」にはまる。

解答は48秒に1問という過酷な状況から、時間配分

に相当苦労されたようで、レジュメには「愚痴・言い

訳・負け惜しみ」がつらつらと書き綴ってある。まず

は成績表を公開した勇気に対して敬意を表します。

なお、IRT 手法とは、出題する回答結果により受験

者のレベルを推定し、推定後最適な問題を出題するよ

うに設計されたテストです。従来のテストは、問題に

対する理解度、難しさ、運の要素を含んでおり、4 択

問題の当てづっぼうでも正解率は 25%のため、司法試

験などのように合格ラインが毎年変化する。IRT 理論

はその3要素を変数としたテストで、身長や体重の測

定値のように、年度間の比較が容易で公平な得点結果

が実現できる。

2.連絡事項・高田

(1)メネット事業支援金

予算通り、本部に4000円を振り込む。

(2)チャリラン・スポンサー募集

出走チーム(スポンサー)募集をしております。参加

費は5万円/チーム、各クラブは企業、各種団体など

に呼び掛けてください。

(3)名古屋地区会長会

9月19日(水)午後7時よりYMCA会議室で開催。

3.陶芸教室参加者について・櫛田

各クラブからの回答は9月第1例会開催後、参加者

人数はプラザの4人を含め6-8人ほどです。

4.ブリテン担当者からお願い・櫛田

みなさんの趣味や身の回りの出来事など何でも結構

ですので、原稿をお願いします。

９月第２例会報告

日時:9月27日(木)・18:45-19:45

場所:名古屋YMCA会議室

1.連絡事項・高田

(1)ジャガイモ・カボチャ到着日

10月20日(土)午後2時頃南山YMCAに到着、当日午

後6時までに全品お引き取りください。

(2)チャリティランのラッフル券割り当て

@500/枚、10月第1例会にて2枚/人以上購入のこと。

(3)ふるさと交流会、10月6日(土)開催

大島さん参加、申込締切日は明日9月28日のため、

本日欠席の方へ万福寺さんがメールで確認する。

(4)四日市クラブ特別例会

内容：ボクシングの元世界チャンピオン畑中清詞さ

んと語らう会

日時：１０月１８日（木）・１９：００－

場所：四日市市文化会館 第四ホール Ａ

費用：１０００円／人

(5)南山ピースフルサンデー

(詳細1面)
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2.陶芸教室参加者確定・櫛田

プラザ4人・グランパス2人・東海1人、計7人。

雨あがる

今日は野外例会、クラブのメンバーと子どもたちと

一緒のハゼ釣りである。昨日用意した道具を車に積み

込み7時45分に家を出る。コンビニでおにぎりとお茶

を買い、エサ屋の駐車場に着いたのが8時10分。途中

でパラパラと降りだした雨が急に強くなり、水しぶき

を上げて車が通り過ぎる。この様子ではケータイに「き

ょうはどうする?」の問い合わせがありそうで、無駄に

なるかもしれないエサを買うのを躊躇する。中止を判

断するタイムリミットは8時半、引率の南山YMCAの中

井さんに電話を掛ける。「どしゃ降りです、中止にしま

せんか」「いま地下ですので」、「この調子では回復は無

理です」朝のテレビで大阪地方は雨、津・鈴鹿あたり

は大雨洪水警報、との天気予報が頭をよぎる。「中止に

なると子どもたちは?」の問いに「雨の場合は別の計画

があります」「では中止します」と告げ、高田会長をは

じめ、今日出席予定全員に「中止」を連絡する。

念のため釣り場まで車を走らせる。雨脚は弱まった

とはいえ、相変わらず降り続く。沖の方角に架かる名

港トリトンの橋がかすんで見える。前々日、下見に来

たときには二、三人の釣り人はいたが、いまは誰も見

当たらない。横の野球場でプレーしていた連中は、車

の中で雨宿りしながら所在なさげである。

(藤前干潟の案内板の向こうに架かる橋がかすんでいる)

中止の判断は間違いなかったと思いながら帰途につ

き、稲永を過ぎ、東海通りを走る頃、フロントガラス

を打つ雨が小粒になり、11時、家に着くと止んでいた。

「やんぬるかな」昔、ラジオでよく聞いたプロ野球実

況中継のアナウンサーがよく使った言葉を思い出す。

正午には日が照ってきた。

先ほど高田会長から「第1例会はどうしましょう」

のお話があり、「大島さんの卓話で」と安請け合いした

が、大丈夫だろうか。大島さんに「延びていた卓話を

7月13日にお願いしたい」と恐る恐る電話する。考え

ているテーマは「日経テストについて」1 時間は持た

ないかも、それでよければ、とあっさり引き受けても

らった。早速メンバーにメールする。「9月第1例会の

件 9 月 8 日の野外例会が中止になりましたので、改

めて第1例会を9月13日(第2木曜日)18:45より、YMCA

にて開催いたします。内容は大島さんの 卓話「日経

テストについて」です。櫛田」

と以上、野外例会中止の顛末記でした。

夏の思い出

新聞によると今年８月の日本列島の平均気温は例年

より 1.15℃程高く戦後３番目の暑さであることが気

象庁の観測で分かった。夏期間(６月ー８月)を通した

気温３５度以上の猛暑日も列島５地点で観測最多タイ

になった。この暑い夏を原発停止で電力不足と大騒動

したが、国民の節電意識も高まり無事乗り切る事が出

来たようだ。

暑さを忘れさせる平和とスポーツの祭典オリンピッ

クが始まり、７月２７日の開会式以来熱戦が繰り広げ

られた。日本の選手が出場するテレビ番組を見ながら

楽しむ。「なでしこジャパン」のサッカーや水泳のレー

スなど頑張る選手の応援に力が入る。しかし、なかな

かメタルが取れず世界の水準の高さを痛感する。特に

日本のお家芸柔道で苦戦して期待通りに行かない。

やっと女子で松本選手が金メタルを獲った。あの闘争

心あふれる姿勢にこれはいけると思った。

また、女子バレーも３位決定戦で韓国にストレート

勝ちした。領土問題で韓国や中国などと摩擦がある中、

してやったりと思うのは私だけだろうか。政治とスポ

ーツは別とは言え、勝利することに満足する。

水泳やレスリングの頑張りもあり、終わってみれば

メタル総数３８個を獲得した。ロンドンオリンピック

で目立ったのは女子の活躍だった。それにしても小生、

暑さを理由に数年続けているウォーキングをさぼって

いる。年のせいにしたくはないが、暑さには勝てず朝

からクーラーを入れ暑さから逃げている。

去る８月２日から３泊４日で南九州旅行をしたが、

名古屋より涼しく過ごし易い気がした。とにかく名古

屋の夏は高温多湿である。よく言われる「ヒートアイ

ランド現象」なのか。

猛暑の中、甲子園では夏の全国高校野球大会が行わ

れ、灼熱のグラウンドで暑さをものともせず、選手と

スタンドが一体となり熱戦を繰り広げた。小生も暑さ

に負けてはいられない、奮い立ってウォーキングを開

始する。とにかく暑い。１キロも歩くと汗が出て約５

キロ歩くと汗だくだ。

しかし暑いのもお盆が過ぎたころから朝夕は少し涼

しくなった気がする、８月２６日の中部部会も終わり、

暑かった夏も過ぎていく。

まだ残暑は厳しいが、間もなく秋だ。スポーツの秋
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だ。食欲の秋だ。元気で頑張ろう。

(高田 廣)

細かいことが気になります

昔、「刑事コロンボ」というテレビドラマがあった。

主人公のコロンボが犯人と目星を付けた人物に「細か

いことが気になるタチでしてねぇ、病気なんです。」と、

とぼけながら迫る場面が毎回あった。わたしは病気に

なったり眠れなかったりするほどの執着心はなく、時

間が経てば忘れるくらいいい加減だが、反日デモで韓

国や中国が日章旗を焼くことが「気になった」。

8月10日、韓国の李明薄大統領が竹島訪問、9月11

日、日本政府は尖閣諸島の魚釣島など3島を国有化、

同じ日、イスラム教の預言者ムハンマドを侮辱した映

像を制作した米国を標的に、リビアのベンガジ米領事

館が襲撃された。この一連の出来事のときにデモ隊が、

反目する国の国旗を破る、燃やすなどの狼藉ぶりをテ

レビが流す。韓国、中国、イスラム諸国の初期段階で

は、やはり反日、反米デモ隊が国旗を燃やす映像を映

していたが、日が経つにつれ韓国は収束、中国は現地

日系企業への破壊・略奪などの暴力行為を中国政府が

抑制策に動いて鎮静化、しかしイスラム教中傷に反発

する反米デモは、同じキリスト教国を対象にスーダン

では英独の大使館を襲撃、さらにアジアのインドネシ

ア、マレーシア、バングラデシュなど20ヶ国以上に拡

大している。こんな状況に「国旗のことが気になる」

と言えば失笑されそうだが、性分だから仕方がない。

因みに、ある国の公共の場において、自国または他

国を侮辱する目的で、①自国の国旗 または ②他国の

国旗 を破る、燃やす、踏むなどの侮辱行為に関する刑

罰の有無を調べてみた。主な国は次の通り。

日本・①規定なし。②2年以下の懲役又は20万円以下

の罰金。

韓国・①5年以下の懲役若しくは禁錮、10年以下の資

格停止又は 700 万ウオン以下の罰金。②2 年以下の

懲役若しくは禁錮、又は300万ウオン以下の罰金。

中国・①3年以下の有期懲役。②規定なし

アメリカ・①罰金又は1年以内の禁錮。②規定なし。

イギリス・①規定なし。②規定なし。

ドイツ・①3年以下の自由刑、又は罰金。②2年以下の

自由刑、又は罰金。

フランス・7500ユーロの罰金。集会での行為は加重刑

として6ヶ月の拘禁。②規定なし。

なお、フランスでは自国の国旗でお尻を拭く男性の

写真がコンテストで入賞し、全国紙に掲載されて問題

になったため、2010 年 7 月 23日付官報で『国旗の品

位を傷付けた者に1500ユーロの罰金を科す』との新法

が公布された。(AFP通信)

各国の歴史認識、政情が反映されていて「なるほど」

と思わせる。日本国民が日章旗への侮辱行為をした場

合『思想・良心・表現の自由との兼ね合いで、自己所

有のものである限り処罰されない。』とありますが、器

物損壊罪で逮捕されるかもしれませんよ。

(櫛田 守隆)

聖書の言葉

【青年は幻を見、老人は夢を見る。(使徒の働き2.14)】

【若者は既成のものに縛られない発想、幻を見る。老

人は過去の既成に縛られた発想、夢を見る。】

【9月2日、東京六本木のクラブに侵入した男10人が、

客の男を金属バットで殴って死亡させた事件をテレビ

が報じていた。若い女性アナウンサーが喋る「クラブ」

のアクセントが変だ。通常「クラブ」の発音は、1 音

目の「ク」は高く、次の2・3音目の「ラ・ブ」は低く

なる。「╲ ＿ ＿ 」、記号で表せばこんなイメージか。

若いアナウンサーは「クラブ」(＿ ＿ ＿)と平板で抑

揚がない。最近の若者は、名詞にアクセントを付けず、

平板に「カレシ」「カノジョ」「モデル」と話す。かみ

さんに愚痴ると「おねいちゃんとお酒を飲むところは、

そう言うのでは!」と愛想がない。】

Ｚｏｏｍ・また、パソコンが壊れた

10年ほど使用していたパソコンが7月中ごろ故障し

た。息子に頼み、データを復旧してもらい新しいのを

一緒に買いに行ったが、1 か月も経たないうちにまた

電源が入らない。息子の会社に電話すると「プラグが

外れていない」「馬鹿にするな」、「じぁ、コードの途中

に四角いのがあるが、抜けてない」「そんなのある、見

てみる・・・大丈夫だよ」、「スイッチを長押ししてみ

て」「・・・点かない」、「明日行く」。翌日、「このまま

修理に出す」とメーカーに手続きを確認くれて、翌日

引取りに来た指定の宅急便で送った。送ってすぐ、ブ

リテンの発行が遅れる、と思った、・・・ここで息子の

アドバイスが生きた。

古いパソコンが壊れ、データの復旧を頼んだとき「新

しいのは「自動バックアップ」にしたら」と外付けハ

ードディスクの購入を勧められた。「値段は」「1 万円

もあれば」、「大きさは」「新書の半分くらい」、「容量は」

「CD 1万枚ほど、文書だけだったらその3倍かな」、「ソ

フトは」「タダ」、「操作は」「設定しておくから、あと

はいつものように」、ミラーリングと言うらしい。

早速ディスクを持ってYMCAに行き、原稿の締め切り

後に決まった「陶芸教室」の開催日時を万福寺さんに

書き込んでもらった。すぐわが家に駆けつける、パソ

コンの先生がいるのは心強い。「データの復旧をよそに

頼むと50万は取られるよ、お父さんだから10万にま

けとく」。請求書はまだ来ていない。


