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西日本区中部ホームページ・http://www.ys-chubu.jp/ 

２０１５年２月号 
「主題」 

 国際会長          ：言葉より行動を 

 アジア地域会長    ：未来を始めよう、今すぐに 

西日本区理事      ：「響きあい、ともに歩む To walk together,echoing each other」 

-こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく- 

中部部長          ：「将来を見つめたワイズ活動!」を今やってみよう! 

 プラザクラブ会長  ：「継続するクラブ活動を進めよう!」 

  強調月間・活動  ：【TOF CS FF・身近なボランティア、献金にご協力をお願いいたします。】 

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) 

【２月第１例会】 

日時：２月１２日(木)・１８：４５－ 

場所：かみさわ保育園・会議室 

内容：1.お年玉当選切手収集 

2.かみさわ保育園見学 

3.講演「保育園のお話」・講師・坂本氏 

【２月第２例会】 

日時：２月２６(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（後藤・櫛田・鈴木） 

      ３月担当者（小澤・高田） 

      ４月担当者（櫛田・後藤） 

【今後の予定】 

1.３月第１例会 

日時：３月１２日（木）・１８：４５－  

場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

2.３月第２例会 

 日時：３月２６日（木）・１８：４５－ 

 場所：名古屋ＹＭＣＡ会議室 

3.第３回中部評議会・ＥＭＣ２００推進委員会 

 日時：４月２５日(土) 

 場所：金沢 彩の庭ホテル 

4.第１８回西日本区大会 

 日時：６月１３日（土）～１４日（日） 

 場所：ハイアットリージェンシー大阪 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役  員 会 員 氏 名 出  席  者 

１ ２ ①②③④⑤⑥⑦ 

 大島 孝三郎 ○   

 小澤 幸男 ○   

書記 櫛田 守隆 ○ ○ ○ 

会長 後藤 猛 ○ ○ ○ 

 島崎 正剛 ○ ○  

会計 鈴木 誉三 ○   

 高田 廣 ○ ○  

連絡主事 西野 真希 ○ ○  

ゲスト     

     

     

     

     

諸活動 ①ワイズ連絡会議 1/29 

 

 

 

 

 

出席率(％) 100.0 

クラブファンド(円) ・当月／累計  7000   46000 

3月号寄稿者・島崎 (1600-2000字程度) 

4月号・高田 ／5月号・大島 ／6月号・後藤      

 

【2014-15年度クラブ役員】メネット連絡員・後藤猛/副会長.YMCAサービス・小澤幸男/ブリテン委員長・櫛田守隆/EMC.BF.EF.JWF.メール

委員・大島孝三郎/広報事業・鈴木誉三 /IBC.YEEP・島崎正剛/CS.TOP・高田廣/連絡主事・西野真希    
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1月第 1例会報告 

日時:1月 10日(土)・18:30-20:45 

場所:みなと 

1.連絡事項・後藤 

 (1)2月第 1例会 

 詳細 1面参照 

 (2)2月第 2例会 

 詳細 1面参照 

 (3)3月第 1例会 

 かみさわ保育園で開催、西野さんが保育園までの案

内図を 1月第 2例会に持参する。 

 (4)ワイズ連絡会 

 日時:1月 29日(木)・19:00- 

 場所:南山幼稚園会議室 

 参加:後藤・櫛田 

 (5)西日本区大会 

 参加希望者は個々に申し込みをすること。 

2.懇親会 

 

 酒を飲みながらの話題は埒も無いことが多く、すぐ

忘れてしまうものだが、今回は何故か翌朝起きても一

人一人が喋ったことを覚えている。 

 「中日新聞が最近左に傾いている」、「それ、よそで

も聞いた」、「慰安婦問題で転んだ朝日の購読者を取り

込むつもりかね」、「東京新聞で関東地区を狙う」東京

新聞は中日新聞東京本社が発行している。「産経、読売

は右、朝日、毎日は左、中日は真ん中から少し左だっ

たのに、この頃さらに左へ舵を切った」、「右でも左で

もこの頃の新聞は信用できないね」、「新聞が書かなか

ったことを週刊誌や月刊誌が補っていないか。昔、立

花隆が文芸春秋で暴いた“田中金脈”に、新聞記者は

“みんな知ってるよ”とうそぶいたという、どうして

書かなかったのかね」、「書けなかった」、「そう、そう、

テレビでよく出てくる時事通信の 4 郎や読売新聞の 5

郎などは、頻繁に安倍首相と会食しているらしい、政

府の悪口言えないわな」、「取材じゃないの」、「一流料

亭や星 3つの寿司屋で取材はないだろう」、「奢っても

らったら書けないか」と言いたい放題。「今回の選挙で

自民党はテレビ各局に“公平・中立”求める文書を送

ったため、局は萎縮して選挙に関する放送が激減した

とか」、「そのために、放送直前に危ない出演者が降ろ

された」、「政治家ネタをボツにされたとある漫才師が

怒っていたのもそのためか」話はつきない。誰かが「新

聞、テレビの言うことを何でもかんでも信じ込まず、

色々な角度から考え、想像力を働かせ、自分なりに判

断する」ようなことを言っていた。難しいことだが、

これがこの場の結論か、ほかのことは全部忘れた。8

時 45分ごろお開きになる。 

 

1月第 2例会報告 

日時:18:45-19:30 

場所:名古屋 YMCA会議室 

1.連絡事項・後藤 

 (1)2月第 1・2例会確認 

 (2)ワイズ連絡会 

 2015年 6月 30日を以てクラブを解散する旨の届書

を1月29日付で西日本区理事および中部部長宛に郵

送することを報告する。 

 (3)第 3回中部評議会&EMC200推進委員会開催 

 日時:4月 25日(土) 

 場所:金沢 彩の庭ホテル 

 出席・後藤、島崎 

 (4)諸費用の清算 

西日本区、中部部会、名古屋 YMCAなどからの諸費用

は 6月中にすべて清算する。 

 (5)クラブ解散届および同意事項 

 全クラブ員が捺印した西日本区理事長あて「クラブ

解散届」および「クラブ解散後に伴う同意事項」の

写しを全員に配布する。 

2.YMCA連絡事項・西野 

 かみさわ保育園への案内図配布、本日欠席者には月

報に同封してください。 

ワイズ連絡会 

日時:1月 29日(木)・19:00-20:00 

場所:南山幼稚園会議室 

連絡、報告事項 

1.次期中部部長 

 (1)次期会長・主査研修会 

 関係者は出席願います。  

日時:3月 7日(土)-8日(日) 

場所:大阪 

 (2)次期第 1回中部評議会開催 

今期第 4回評議会開催日と合同で行う。 

日時:6月 27日(土) 

場所:名古屋 YMCA会議室 
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 (3)次期中部部会 

日時:9月 26日(土)・時間未定 

場所:名古屋迎賓館 

 (4)クラブ紹介の更新  

6月末までに完了願います。 

 

2.YMCA 

 (1)東日本大震災追悼式開催 

日時:3月 17(火)・キャンドル点灯 14:00 

場所:栄久屋公園 

(2)名古屋 YMCA新館をオープン 

日時:4月 1日(水) 

場所:千種区春岡町(池下) 

規模:1F小規模保育園、 

2F受付・事務所 

3Fフィットネスフロア 

4Fイングリッシュこどもフロア 

5Fボランティア・地域活動フロア 

ただし、4F-5Fはオープン後暫く内装工事が続く。 

 (3)全国リーダー会開催 

日時:9月 19日(土)-22日(火) 

場所:日和田キャンプ場 

3.各クラブ 

 名古屋・「卓話・東日本大震災・原発事故で避難し

て」・講師は名古屋に避難してこられた 2人の方。 

  日時:3月 10日(火)・18:30-20:30 

  場所:名古屋 YMCA3F会議室 

  費用:1000円/人(食事代) 

 東海・チャリティーウォーク 

日時:3月 28日(土)or21日(土)・集合 10:00 

場所:名城線市役所駅③出口集合 

費用:1000円/人 

 南山・リーダーたちの新年会を 1月 10日(土)に開催

しました。 

プラザ・本日の日付で西日本区理事、中部部長宛に

「クラブ解散届」を発送しました。  

 グランパス・「卓話」・講師は会員の阿部氏をモデル

にした漫画「車椅子の建築士[パーフェクト・ワー

ルド]を現在講談社発刊の雑誌「Kiss」に連載中の

作家有賀リエ氏。 

日時:3月 24日(火)・17:00 

場所:未定 

4.次回ワイズ連絡会 

 日時:3月 27日(金)・19:00 

 場所:南山幼稚園会議室  

 

調べてみたい事 

年を取ると昔の事を色々知りたくなるのか、自分が    

住み馴れてきた地域は戦前・大正・明治はどのような   

様子だったのか調べてみたいと興味がわいてきました。 

場所は名古屋中区の錦（にしき）町で、錦二町目は

昭和 20年代～平成 10年頃までは長者町通りを中心に

繊維問屋街として発展した地域で、今は繊維産業の衰

退と流通の変化でオフイスビル・ビジネスホテル・飲

食店・駐車場等が街の大部分を占め、一部に問屋街が

残っているだけという街並みに大きく変わりました。

錦三町目は江戸初期の清洲越しにより形成された町人

町（大津町・伊勢町・呉服町等）の名を残しつつ、今

は通称名 錦三（きんさん）とよばれ名古屋の人なら

誰もが知っている歓楽街として発展しています。 

20数年前のバブル崩壊後、特に繊維産業を中心とし

た問屋街地区は倒産や土地売却が余儀なくされ、街の

様子が短い間に急変してしまいました。私は自営業な

ので６７歳になった現在でも現役で働いていますが、

３か月程前の組合の集まりの後、昭和 30年代初期の錦

二丁目の店名や家主名が一軒ずつ書かれた地図を偶然

見る機会があり、そうだこの角にはこんな名前のお店

があった、よく買いに行った駄菓子屋さんもここにあ

ったし、今銀行が建っている場所には映画館もあった

と懐かしく思い出され、忘れかけていた色々な事を思

い出しました。 

年齢的にも早く調べ始めなければ時間がないのでは

と思い始め、暇を見つけて資料がないか本屋や図書館

に探しに行ったりしていますが、限定された狭い地域

の事なのでなかなか知りたいことが書いてある本が探

し出せませんでしたが、取り敢えず関連した本２冊を

見つけ読み始めています。 

一冊は年代ごとの名古屋市がどの様に地図上で広が

っていったかがわかるように書かれており、１７１４

年の名古屋城下図から始まり１８９５年名古屋明細全

図・１９４０年終戦直前の地図や戦後の二つのアメリ

カ村（米軍占領地）が書かれている地図が載っており

調べたい地区も含まれていました。また錦町のすぐ南

側にある繁華街の広小路通りの 1940年と 1952年のイ

ラストマップの地図も載っており、店名・ビル名が手

書き風に詳しく書かれており見ているだけでも興味が

尽きません。 
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もう 1冊は広小路通りの誕生や変遷が江戸時代から

昭和まで書かれており、周辺の街道・寺院・商家の様

子が時代時代の風俗・有名店・話題になった人物と共

に描かれており知りたいと思っていた以上の細かい事

が書かれていました。 

取り敢えずはこの 2冊の本から始めて、その間に参

考になる本を増やしていきたいと思っています。まだ

探し始めたばかりで、私が求めている限定された地域

の資料や本を探すのはむつかしいと思っていますが、

仕事は程々にして少し暇な時間を作り、大正・昭和初

期の名古屋の事が書かれた書籍や地図を探し、出来れ

ば明治時代・江戸時代へと昔に遡って自分が育った地

域の歴史を調べたいと思っています。 

(鈴木 誉三) 

 

聖書の言葉 

【そこでイエスは、彼らにこのようなたとえを話され

た。「あなたがたのうちに羊を 100匹持っている人がい

て、そのうちの 1匹をなくしたら、その人は 99匹を野

原に残して、いなくなった 1匹を見つけるまで捜し歩

かないでしょうか。見つけたら、大喜びでその羊をか

ついで、帰ってきて、友だちや近所の人たちを呼び集

め、『いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜ん

でください』と言うでしょう。あなたがたに言います

が、それと同じように、ひとりの罪人が悔い改めるな

ら、悔い改める必要のない 99人の正しい人にまさる喜

びが天にあるのです。(ルカの福音書 15.3-7)】 

【1 人の罪人が悔い改めることによって、悔い改める

必要のない 99 人の正しい人の存在よりも大きな喜び

が天にあると言われており、神の視点に立って、悔い

改めて福音を信じることの喜びをこのたとえ話を通し

て教えている。】 

【今年は未年、十二支にはお馴染みの動物が揃ってい

るのに、なぜ「ネコ」がいないのか。子どものころ読

んだ漫画によると、「ネズミ」に騙されたとか。昔々神

様は動物たちを集めて「元旦の午前 0時にこの神社に

来た順に十二支にする」と言いました。早起きが苦手

なネコは神様のお話の集まりに行けなくて、翌日仲の

良いネズミに聞きました。すると、ねずみは「1 月 2

日の午前 0時」とわざと間違えて教えました。ネコは

ネズミの言葉を信じて朝寝坊をしないようにずっと起

きていることにしました。2 日の 0 時になっても誰も

来ません、一番乗りだと喜びましたが、いつまで経っ

ても誰も来ない。朝になって飛んできた小鳥に聞きま

した。「十二支の集合だって、それなら昨日の夜に終わ

っているよ」との返事です。ネコはネズミのもとに行

って文句を言うと「騙された方が悪い」と悪態をつき

ました。それ以来、仲が悪くなり、ネコはネズミを見

ると追いかけまわすようになりました、とさ。】 

 

Ｚｏｏｍ・「イスラム国」はなぜ括弧書きか？ 

 表題の括弧は「鉤括弧(かぎかっこ)」と言い、一般

的な用法は会話・引用部分、特に注意を喚起する語句

を挿入する場合に用いられる。因みに『二重鉤括弧』

は鉤括弧の中でさらに語句を引用する場合や書名や誌

名を表わす場合に用いる。ロレッタ・ナポリオー二著、

文芸春秋発行の「イスラム国 テロリストが国家を作

る時」には『欧米のメディアや政治家は、アル・バグ

ダディが率いる武装組織を指すのにさまざまな名称を

使っている。ホワイトハウスとイギリス首相官邸は

ISIL(イラクとレバントのイスラム国・Islamic State 

of Iraq and Levant)を使うが、アメリカのメディアは

ISIS(イラクとシリアのイスラム国・Islamic State of 

Iraq and Syria)を使う。ただしアメリカのテレビ放送

局 PBSは「イスラム国」(Islamic State)を使う。一方、

オーストラリアの一部メディアは、イスラム国集団と

いう言葉を使っている。国家ではなく、あくまで武装

集団だと強調したいからだろう』と記し『政治家が「国」

と言う言葉を使いたがらないのは、言葉の上だけであ

っても、「自分たちはテロリスト組織ではなく、征服戦

と内部のコンセンサスに拠る正当な国家である」とす

る「イスラム国」の主張を認めたと思われたくないか

らだ』と皮肉を込めて述べている。大類正敏氏の「句

読点活用辞典」の鉤括弧の用法には、会話・引用のほ

か「強調強化、皮肉」に用いると書く。 

(1月 24日・追記)1月 20日、「イスラム国」は拘束し

た日本人 2 人の映像を流し、「72 時間以内に身代金 2

億ドルを支払わなければ殺害する」と脅迫してきた。

同じような事件が 10年前にあった。2004年 4月、イ

ラク国内で日本人 3人が武装グループに拉致され、「自

衛隊を 3日以内にイラクから撤退しなければ 3人を殺

害する」と警告してきたが、1 週間後解放される。当

時の安倍幹事長は党役員会後の記者会見で「山の遭難

では救助費用は遭難者・家族に請求することがあると

の意見もあった」と述べ、河村文部科学相は「自己責

任と言う言葉はきついかもしれないが・・・」と語り、

これが切っ掛けで「自己責任論」が国内に巻き起こる。 

(1月 27日・追記)『「イスラム国」呼称使わず 自民、

「ISIL」に』の見出しで『自民党は 26日の党役員会で、

邦人人質事件の犯行組織と見られる中東の過激派「イ

スラム国」に関し、今後は同組織を「ISIL」と呼称す

る方針を決めた。谷垣禎一幹事長は記者会見で、「イス

ラム国」の表現を使わない理由を「独立国家として承

認している印象を与えかねない」と述べた。ISILは「イ

ラク・レバントのイスラム国」を意味する。』(1 月 27

日付日本経済新聞より) 


