
 

 

西日本区ホームページ・http://www.ys-west.or.jp/ 

西日本区中部ホームページ・http://www.ys-chubu.jp/ 

２０１４年４月号 
「主題」 

 国際会長          ：全ての世界に出て行こう。 

 アジア地域会長    ：未来を始めよう、いますぐに。 

西日本区理事      ：志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましよう。 

中部部長          ：長所を活かして生き生きと。 

 プラザクラブ会長  ：５年後のプラザの為に今何を。 

  強調月間・活動  ：【YMCAサービス・ASF YMCA、ユースとの 1年を総括し、次年度に生かしましょう】

４月例会および今後の予定案内             ３月例会およびその他活動報告   (敬称略) 

【４月第１例会】 

日時：４月１０日(木)・１８：３０－ 

場所：みなと 

内容：新旧連絡主事歓送迎会 

◆3月号に時間を 13：30としましたが誤りです。 

【４月第２例会】 

日時：４月２４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（島崎・櫛田・後藤） 

      ５月担当者（櫛田・高田） 

      ６月担当者（小澤・西野） 

【今後の予定】 

1.チャリティーウォーク 

 日時：４月５日（土）・集合時間：１２：００ 

 集合場所：地下鉄野並駅１番出口 三菱ＵＦＪ銀行前 

 参加費：１０００円／人 

2.アール・プリュット名古屋展 

 日時：４月２２日（火）－２７日（日）・9:30-18:00 

 場所：名古屋市民ギャラリー栄 展示室８ 

 費用：無料 

3.５月第１例会 

 日時：５月８日(木)・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

4.５月第２例会 

 日時：５月２２日(木)・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役  員 会 員 氏 名 出  席  者 

１ ２ ①②③④⑤⑥⑦ 

 大島 孝三郎 〇   〇 

 小澤 幸男 〇   

書記 櫛田 守隆 〇 〇  〇 

会計 後藤 猛 〇 〇 〇 

会長 島崎 正剛 〇  〇〇 

 鈴木 誉三 〇 〇  

直前会長 高田 廣 〇 〇  

連絡主事 万福寺 昭美 〇 〇  

ゲスト     

     

     

     

     

諸活動 ①次期会長・主査研修会 3/8-9 

②第 2回中部評議会 3/21 

 

 

 

 

出席率(％) 100.0 

クラブファンド(円) ・当月／累計  8000 

5月号寄稿者・小澤(1600-2000字程度) 

6月号・鈴木／7月号・島崎／8月号・高田       

9月号・大島／10月号・後藤／11月号・櫛田 

【2013-14年度クラブ役員】メネット連絡員・島崎正剛/副会長.プラザファンド・後藤猛/ブリテン委員長.メール委員・櫛田守隆 

EMC.BF.EF.JWF・高田廣/YMCAサービス.IBC.YEEP・小澤幸男/CS.TOF・鈴木誉三/広報事業・大島孝三郎/ /連絡主事・万福寺昭美                          

ASF(Alexander Scholarship Fund)=アレキサンダー奨学資金・ワイズメンズクラブの創始者 P.W.アレキサンダーを記念して設置され

た奨学資金。将来 YMCAに奉職しようとする有意の青年への財的支援をする目的で創設された。 
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3月第 1例会報告 

日時:3月 13日(木)・18:45-20:30 

場所:名古屋 YMCA会議室 

1.卓話:「私の英語勉強法」 

 講師:大島 孝三郎 

  

 中学に入学したときの英語の教科書は“Jack and 

Betty”、初めて接した英語に惹かれ YMCA上前津の英語

教室に通う。当時、アチーブメントテストを受けて、

中部地区 1万人ほどの受験者中 1位になったことがあ

る。因みに“Jack and Betty”は、アメリカの中流家

庭の日常生活を綴るお話で、“What do you have for 

breakfast?”“I have bread・・・”などの会話に、パ

ンが贅沢品だった時代「朝からパン!!」と驚いたもの

である。昭和 24年から 33年まで使われた。大学では

東京四谷の日米会話学院で中級を取得、社会人になっ

ても YMCAの中級コースで勉学に励む。 

 あと1年弱で後期高齢者の保険証が交付される2013

年 8 月にサラリーマン時代の仲間に誘われ、「俳句の

会」に入り、またまた誘われた仲間でいま弁護士、元

高校教師の2人と月1回、アメリカ人の弁護士を招き、

喫茶店で 2時間ほど英語のレッスンをしていること。

さらに、村上春樹の英語訳付の小説や池上彰の「英語

で読む経済ニュースが面白いほどわかる本」などを愛

読しているとのこと、である。 

 さらなる勉学にと、オンラインショップで RegUse

の「英語発音上達プログラム」を購入、送られてきた

DVD を再生すると「あなたのパソコンに何らかの影響

を与える可能性があります」ので・・・をインストー

ルしてください、の指示に従った直後、パソコンが動

かなくなった。ウイルスに感染したらしく、ウイルス

検査・駆除サービス会社に来てもらい直したが、出張

費、診断料など締めて 24150円、DVD・CDと合わせ約 4

万円の授業料だったそうです。なお、RegUse(レジュー

ズ)は『金をせしめて効果なし欺瞞(詐欺)ソフトのよう

です』と「教えて! goo」のベストアンサーにありま

した。 

 最後は、Casio のカタログを取りだして電子辞書の

便利さを語る一生懸命さ、あっけらかんと語る自慢話

や失敗談など、彼の明るく前向きな人となりを聞く 30

分の卓話でした。 

2.連絡事項・島崎 

 (1)4月開催のメネット事業「アート展」応援者 

 日時:21日 搬入 13:00- 

    22日-27日 受付 

          A班  9:15-12:00  

                 B班 12:00-15:00 

                 C班 15:00-18:00 

    27日 搬出 17:00- 

 場所:名古屋市民ギャラリー栄 展示室 8 

    (中区役所 朝日生命共同ビル 8階) 

 ◇プラザ応援人員 

 21日 搬入・櫛田 

 23日 受付 B班・高田 

 24日 受付 A班・大島 

 26日 受付 C班・島崎 

 27日 受付 A班・鈴木 

(2)チャリティーウォーク(4/5)参加者確認 

 大島 

 (3)西日本区大会(6/14-15)参加者確認 

 大島・島崎・鈴木・高田 

3.YMCA連絡事項・万福寺 

 4月よりのわがクラブの連絡主事は「西野真希(にし

の まき)さんです。 

4.三陸の旅、POMの計画・高田 

(1)三陸被災地の旅・高田 

 当初予定の 5月 19日から 2泊 3日、総勢 14人のパ

ック旅行が満杯のため断念。6 月 1 日(日)からの日

程を旅行社に当たってみる。 

 (2)6月 POMの行事案 

 長嶋温泉の近くにある名古屋市休養温泉ホームの

「松ヶ島」はどうだろうか、6 月 8日(日)-9日か 6

月 22 日のいずれかで名古屋市民の方(櫛田)に予約

してもらう。 

5.音楽慰問 

 6月豊山、中村いずれかのアミーユを予定している。 

6.ワイズ通信・櫛田 

 先月の第 1例会日(2/13)から昨日(3/12)までメール

委員への来信は 19通、一覧表を配布しましたので興

味のある事項があればメール委員までご連絡くださ

い。 

 

3月第 2例会報告 

日時:3月 27日(木)・18:45-19:30 

場所:名古屋 YMCA会議室 

1.連絡事項・後藤 

(1)4月第 1例会 

 新旧連絡主事の歓送迎会を「みなと」で行う。 
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 詳細は 1面参照のこと。 

 (2)西日本区大会予備費の扱いについて 

 昨年 6月、能楽堂で行われた西日本区大会の予備費

として払った 1人 1万円が返金されましたので、以

下の通り処理する。 

 個人に返却・退会した常盤さん、6 月の三陸旅行に

不参加の小澤・万福寺さん。 

 三陸旅行の足しに・大島・櫛田・後藤・島崎・鈴木・

高田さん。 

 (3)三陸旅行 

 高田さんにご足労いただいた旅行は、6月1日(日)-3

日(火)で決定する。各人の費用は、昨年 10月から 5

月までに積み立てる 8ヶ月分の 24,000円、上記(2)

項の返金 10,000円、5月にお願いする 26,000円と

保険代 1,700円、合計 61,7000円を要する。 

2.連絡事項・櫛田 

 (1)アール・ブリュット展への応援要請 

 名古屋クラブの谷川氏より「人手が足りないのでご

協力を」との追加要請がありましたが、第 1例会で

募った 5人で精一杯と会長から断りを入れる。 

 人選は第 1例会の 2.(1)項通り。 

 (2)6月 POM 

 日時:6月 22日(日)-23日(月) 

 場所:名古屋市休養温泉ホーム「松ヶ島」 

 費用:例会費用で賄う。 

      

次期会長・主査研修会 

3月 8（土）-9（日）に後藤次期会長と次期 EMC主査

の私の二人で研修参加。新大阪駅側のチサンホテルで

13時開催から18時30分までのスケジュールをこなし、

19 時から 21 時の懇親会へ出席。その後、中部の次期

役員 20数名で 23時時位まで飲み直し？ ホテルへ帰

って就寝。翌朝 7時の朝食を食べて 15時 15分まで研

修を受けて 17時ごろに名古屋へ戻る。いささか疲労困

憊。メンバーが多いとまわってくる役割も間隔が空く

のでしょうが、人手が足りないと負担も増す。いろい

ろと考えさせられます。      

(島崎 正剛) 

 

第 2回中部評議会 

3月 21日「春分の日」の午後 1時半より、名古屋 YMCA 
3 階会議室で中部部長を始め、事業主査、各クラブの

会長ら 22人を集めて第 2回中部評議会が行われ、以下

の議案が審議された。 

第 1号議案 2013-14年度における終了事業の報告    

第 2号議案 次期役員の確認 

第 3号議案 次々期役員の件 

第 4号議案 事業委員会事業主査による中部組織変更 

の件 

    

第 5号議案 中部 EMC200推進委員会(仮称)の件 

 西日本区で決められた小委員会「西日本区 2000推進

チーム」が周知徹底されていないなど、中部 EMC200

が形骸化しているので、継続性を持たせるような体

制の見直しをしたい。クラブ入会 5年未満の会員を

EMC委員に選出する、YMCAと連携を密にする、など

の提案がなされた。 

第 6号議案 アール・ブリュット名古屋展の件 

第 7号議案 中部 YYフォーラムの件 

 名古屋 YMCAから事務所移転で多忙なため、本日の開

催を断られた。さらに事業主査から今年度は日程的

に都合がつかず中止の報告があったが、何とか開催

をとの意見が多く、6 月までに実施の方向で検討す

る。 

第 8号議案 中部部報第 2号発行の件 

第 9号議案 西日本区第 3回役員会に中部部長提出す

る協議書の件  

 メネット会のあり方、メネットの呼称、各クラブの

メネットの処し方などメネットに関する考え方がワ

イズ全体で異なり、また時代の趨勢に合わないこと

もあるため、組織としての統一性、時代に沿った合

理性を有する必要があることから、①ワイズメンズ

クラブ会員の配偶者の名称 ②メネット事業の名称 

③メネット主任・メネット主査の名称 について西

日本区第 3回役員会に議案提出する予定。以上のこ

とを踏まえ種々の意見が交わされた。 

議案の議事録は正確を期すため、全て省略しまし

た。近々事務局から発行される予定の議事録を参照

願います。 

その他 

1.次年度(2014-15年)の行事予定・大西次期部長 

 7月 26日(土) 第 1回中部評議会・EMC200 

 8月 31日(日) 中部部会 

 11月 29日(日) 第 2回中部評議会・YYフォーラム 

2.次々々期中部部長・荒川次々期部長 

 名古屋クラブからお願いします。 

3.部長および主査の引き継ぎ・平口部長 

 個々に実施する。 



 

4 

4.ホームページ委員・荒川 

 現在の 2人体制(平口、荒川)ですが、パソコンに精

通した委員を数人増やしたい。 

以上で評議会は午後3時45分で終了、集合写真を撮る。 

 

 

聖書の言葉 

【13 互いに忍び合い、だれかが外の人に不満を抱くこ

とがあっても、互いに赦し合いなさい。主があなたが

たを赦してくださったように、あなたがたもそうしな

さい。14 そして、これらすべての上に、愛を着けなさ

い。愛は結びの帯として完全なものです。(コロサイ人

への手紙 3.13-14)」】 

【上記の聖句は、使徒パウロがコロサイの共同体へ宛

てた書簡、と言われている「新改訳聖書・コロサイ人

への手紙」のからの引用で、一般的には『お互いの間

に意見の不一致があって、気まずい思いになっても赦

し合いましょう。いろいろの態度や姿勢が着物である

ならば、それを結ぶ帯は「愛」、着物をしっかり身につ

けるには帯が必要で、それが「愛」であるわけです。』

と解釈されている。しかし、エキュメニズム(教会一致

運動)の流れに沿い、異なる聖書を用いてきたカトリッ

ク教会とプロテスタント諸派のメンバーで翻訳委員会

が結成され、1987 年に出版された「新共同訳」の 14

節は「これらをすべて加えて、愛を身に着けなさい。

愛は、全てを完成させる“きずな”です」とあるが、

結びの帯(おび)を“きずな”と訳すと着物になぞらえ

る表現が成立しなくなる、どうだろう。】 

【2011年 3月 11日に発生した東日本大震災以来、「き

ずな」という言葉が「人と人の結びつき、支え合い助

け合い」の意味で広く使われるようになり、その年、

京都清水寺で発表される「今年の言葉」に選ばれた。

本来の意味は、[絆・紲]①馬・犬・鷹など動物をつな

ぎとめる綱。②断つにしのびない恩愛。離れがたい情

実。ほだし。係累。繋縛。(広辞苑 第四版) とあり、

語源は「頸綱(くびつな)」、「騎綱(きづな)」、「繋綱(つ

なぎつな)」などと「動物をつなぎとめる綱」を意味す

る。中国では同じ語源から、現在は「足をすくうこと、

邪魔すること、拘束」という意味で使われているらし

い。わたしには「絆」という言葉がしっくり来ない。

松岡修造が子どものテニス教室で熱血指導する姿をテ

レビで見る度に「自分は出来ない!」、「本気なの?」と

の虚しさ、胡散臭さに似た思いが、「絆」という言葉に

も感ずる。】 

 

Ｚｏｏｍ・ペリー来航とクリミア戦争 

1853年、軍艦 4隻を率いてペリーが浦賀沖に投錨し

た。庶民は暢気なもので見学のため、船を仕立てて近

くまで行く者もいたが、「江戸を砲撃するかもしれな

い」というお触れが出ると暢気に構えてはいられない。

やがて「太平の眠りを覚ます上喜撰 たった四杯で夜

も寝られず」の騒ぎになる。ペリーの役目は大統領の

国書を渡すことであった。幕府は仕方なく受け取った

が、「来年は大規模な艦隊を率いた国書の返事を聞きに

来る」と言い残して帰った。1854年 7隻で再来航した

ペリーは、礼砲・祝砲を名目に大砲を発射して威圧、

幕府と日米和親条約を締結する。以後、イギリス、フ

ランス、ロシア、オランダともほぼ同様の和親条約を

結ぶことになる。どうして大英帝国をはじめ列強各国

ではなく、当時、新興国のアメリカだったのか。 

イギリスとの第一次アヘン戦争敗北によって混乱し

た清国で 1851年、キリスト教結社を核とした「太平天

国の乱」が起きた。当初「太平天国」がキリスト教団

体のため列強各国は中立の立場だったが、アヘン貿易

や不平等条約を認めないことがはっきりし始めると、

清国に協力するようになる。 

さらに、『1853 年からクリミア半島を主戦場として

行われたロシアと(オスマン)トルコ・イギリス・フ-ラ

ンス・サルジニア(18-19世紀にかけて存在したヨーロッパの

国家、現在のイタリアとフランスにまたがっている)連合軍と

の戦争。ロシアは(オスマン)トルコ(領内)在住の正教徒

保護を口実にトルコに宣戦布告したが敗れ、56年「パ

リ条約」が結ばれ、南下政策を阻止された。ナイチン

ゲールの活躍が有名』(新明解百科語辞典より)ということ

で、この時の列強は東や西の地域で忙しかった。 

一方、新興国のアメリカは米英戦争(1812-1814 年)

で欧州への政治介入に懲り、自国領土拡大に方針を変

更、米墨戦争(1846-1848 年)でニューメキシコとカリ

フォルニアを獲得、そしてまだ列強の手が伸びていな

い東アジアに対して強硬外交を行うことになる。 

1854年の日米和親条約は、アメリカに燃料や食料を

提供する、下田・函館の 2港を開港する、など捕鯨業

を保護する目的であったが、1856年総領事のハリスと

結んだ「日米修好通商条約」は、治外法権を認める、

関税自主権の放棄という不平等条約だった。1952年在

日米軍の取り扱いを定めた「日米行政協定」を締結し

た日本、2014年ロシア系住民を保護する名目でクリミ

ア半島を併合したロシア、歴史は繰り返す。 


