名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン

「空 人を包容する空間」
9 月第１例会

9 月 14 日（金）

講師：笠嶋淑恵氏
今回、講師をお願いしたのは、
名古屋で設計事務所を営む笠嶋淑恵氏です。先生は、
多くの建築作品を手掛けるとともに大学等の講師
や建築物に関する各種審議会委員を務めるなど、多
方面でご活躍されておられます。
今回の講師を依頼するにあたり、今年度のメネッ
ト事業のテーマである「心のケア」に関連したもの
でお話をお願いしたところ、この表題となりました。
前回の卓話が心理学者の宗方教授による、障がいの
実態や、これに対する治療法、支援方法等が話の中
心でしたが、今回は建築物というハードの面からの
「心のケア」に対するアプローチだったと思います。
先生は多くの保育園、幼稚園、障がい者施設等の
設計に携わった経験から、今回は特に幼児教育に関
連する施設の具体的映像を通じ、幼児期にあった最
適な建物空間の例を取り上げられました。先生の設
計した昭和区にある「やまざと保育園」の映像によ
れば、不整形な空間やＲが多く用いられ、我々が日
常接する教育施設も含む建築物とは大きく異なっ
ていたのが印象的でした。この独特な設計思想は、
少し耳慣れない人が多いかもしれませんがドイツ
のルドルフ・シュタイナー博士（哲学者・建築家・
芸術家）の唱えた思想に基づくもので、幼児には手
を出し過ぎず、知的に教えこむことをせず、子供が
持つ模倣の力（ごっこ遊び）を引き出すこと等を目
的に、設計に反映されたものとの説明がありました。
尚、シュタイナー教育は欧米では公教育にも取り入
れられる程、一般化していますが、日本では未だ認
知度が低いのが現状です。今回の卓話を聞いて感じ
たことは、世上いじめ問題が大きくクローズアップ
されている中、幼児期から始まる家庭及び学校のこ
ども教育について、私どもは改めて多方面から考え
ねばと思いました。
（柴田洋治郎・記）

ハワイ・ヒロクラブから
ハワイ・ヒロクラブのボビー・スティバース・ア
ピキ会長から７月 23 日、柴田直前会長あて書簡が
届きました。挨拶と親睦、交流を更に深めましょう。
ブリテンを必ず送ってください。とのことです。
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会長メッセージ ④
会長

鈴木一弘

『１０月はたそがれの国』は
怪奇幻想文学の第一人者であ
ったレイ・ブラッドベリ（2012 年６月没）の短編
集、彼の代表作「華氏 451 度」
（1953 年）では、本
などの活字媒体を所持していると密告され、逮捕さ
れる近未来が描かれていた。ラジオ、テレビの画像
や音声など感覚的なものに支配される社会、穏やか
だが、均一化された国民（何やら菅沼さんのスピー
チを思い起こされる）
。
この夏から秋にかけて、縁あっていくつかのクラ
ブ例会に出席した。京都ウエスト（福島の子ども招
待キャンプの協力依頼）
、グランパス（坂倉央輝さ
んのユースコンボ報告）
、南山（夏のリーダー感謝
会）
、阪和部会（区大会アピール）など、それぞれ
のクラブ・部に特色、強み、元気の理由があり、非
常に興味深く感じた。
私たち東海クラブの強み、個性とは何だろうか。
若輩者の私ではまだ回答は分からないが、秋から冬
にかけてのイベント、そして例会を通じて、そのこ
とが確認されていけばと思う。
最近、夜な夜な小３の娘が、国語の宿題として、
金子みすゞの詩『私と小鳥とすずと』を朗読してい
る。ワイズ活動の多様性、クラブ個性の多様性がま
た、YMCA の強みにつながると思う。
この夏から初秋にかけ、各部会、クラブ例会、根
の上、日和田、韓国と、皆さんが活躍されました。
改めて感謝申し上げます。
◎根の上ワーク報告
９月 16 日（日）
参加者：浅野、杉山、八木、山村（今枝）

今月の作業は友人の今枝君に手伝ってもらい、メイ
ンロッジ南側テラス跡のコンクリの除去。八木さん
はタカラキャビンテラスの防腐塗料塗布。これで 10
月の根の上まつりの際、車の出入りは楽になる。
11 月は年内最後のワークとなる。特別例会として、
盛大にバーベキューなど愉しく語り合いましょう。
多数の参加を期待します。 （山村喜久）
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9 月第２例会報告
9 月 21 日（金）19：00～20：30
名古屋ＹＭＣＡ会議室 出席：8 名、野村メネット
8～9 月に行われた行事の報告の後
①今後の 9 月の予定：
阪和部会：９月 22 日（祝）たかつガーデン
京都パレス例会：９月 26 日（水）鈴木一出席
②10 月の予定：
第１例会：10／12 担当 鈴木一弘君
卓話「メンバースピーチ MAX」
スピーカー：メン２名・ユース２名予定
１人 10 分程度 テーマ（根の上・メネット・震
災支援活動・日韓ユースセミナー）
第２例会：10／18 ＹＭＣＡ
ふるさと交流会 in 日進：10 月６日（土）
南山教会（愛知牧場内・黒笹）
秋の根の上まつり：10 月 8 日（祝）
前日の 7 日（日）前夜祭＆ワーク
YMCA World Challenge：10 月 13 日～
ピースフルサンデー（南山バザー）
：10 月 28 日
南山 YMCA 集合 9：30 「チジミ」
「キムチ」
③じゃがいもファンド（十勝）
到着予定日：10 月 20 日（土）14：00 頃
荷下ろしにご協力を、また品物の引き取りは出来
るだけ当日中にお願いします。
④特別会計代行の件
鈴木浩之君は体調不良のため当分出席できない
と報告があり、特別会計代行を置くことにした。
⑤11 月の予定
11 月第１例会は 11 月２日（金）担当服部敏久君
チャリティラン：11 月 10 日（土）名城公園
実行委員長：柴田洋治郎君
２チーム（桜花学園・春日丘インターアクト）
のスポンサー飲み物の提供（約１万５千円）
購入（長谷川）氷の提供（伊藤）
集合は 9：30 いろいろ役割があります
ラッフル券を買ってください（10 月例会）
⑥11 月 24 日（土）～25 日（日）
年内最後の根の上ワークとなります。特別野外例
会として皆さんにぜひ参加をお願いします。
ワークをしなくても、１日だけでも、大いにバー
ベキューを楽しみ、食べて、飲んで、語り合いま
しょう。企画担当は山村君・浅野君です。
⑦今年もクリスマスカードコンテストに協賛。協賛
金３万円 展示 12／19～25 表彰 12／22

長浜クラブメネット例会訪問
―メネット強調月間―
＜野村靖子＞
びわこ部会の折り、井
之上温代部長より、長浜
クラブ例会への出席の
お誘いがありました。そ
れによると、長浜クラブ
の北田会長から９月６
日の例会にメネット主任をゲストとしてお呼びし
たいという話でした。臼井元西日本区理事夫妻、吉
村秀喜広報事業主任等々旧知のお顔を想い出して、
井之上温代部長も同道されるとお聞きして、大船に
乗った気持でお招きに応じました。
長浜の町はいわゆる故里起こし運動にいち早く
取り組んだ街として有名です。一時期東海道線の終
点、ガラスの街、黒壁の古い通りと色々な顔を持っ
た街です。ワイズメンズクラブでも会員数がいつの
間にか西日本区有数の規模です。そんな中でメネッ
ト会のないクラブです。その長浜クラブから、強調
月間にちなんで、メネット中心の例会を開催するの
でメネット事業の話をしに来てほしいというあり
がたいお誘いをいただきました。
当日は、井之上温代びわこ部長直々に北陸本線長
浜駅までお迎えいただき、長浜クラブの拠点である
イタリア風の北ビワコホテルグランツィエへ直行
しました。普段はメンだけの例会と伺いましたが、
なんと華やかに８人ものメネットさんが出席して
おられました。入会式のあと、盲目の歌姫とも報道
されておられる森野裕香里嬢をヴォーカルとする
アマーピレの歌声を聴き、森野さんのクリスタルで
澄みきった歌声に心を奪われました。
メネット事業の説明のための時間をいただき、メ
ネット事業の具体的なお話から、名古屋東海クラブ
のメネット会の今昔、盛衰の話などをさせていただ
きました。お料理も季節を先取りしたまつたけの土
瓶蒸しなど女性向きでした。
最後にファンドとして提供されたネックレスを
メンから出席のメネット全員にプレゼントされま
した。
10 月の東海の例会には、北田会長と伊藤副会長
が訪問されます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊ 第１９回名古屋ＹＭＣＡチャリティラン ＊
＊ 11 月 10 日（土）10：00～15：00 名城公園＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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お誕生日おめでとうございます
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山村喜久君
鈴木純子さん
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結婚記念日おめでとうございます
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10 月 24 日
遠藤彰一君・恭子さん夫妻
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今月の西日本区強調月間は
ＢＦ（Brotherhood Fund）です
「世界につながる、世界につなげるブラザーフッド
基金。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。
」
西日本区ファンド事業主任
岡野泰和君（大阪土佐堀クラブ）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

東海クラブだより
◇「こどもを畏敬の念で受け入れ、愛をもって育て
自由の中に解き放つ」
（Ｒ・シュタイナー）
９月の笠嶋先生の卓話からＹＭＣＡが果たす役割
がみえてきたような気がした。
◇阪和部会で奈良Ｙの三枝 隆さんと再会した。今
は体育野外事業の責任者としてリーダー達の指導
に当たっている。阪和部会で奈良・和歌山・東大阪
各ＹＭＣＡのリーダー達が活動を発表したが、彼ら
の元気溌剌とした様子からＹのスタッフの努力が
垣間見られた。
◇名古屋Ｙのリーダー達も震災復興支援の活動報
告や夏期プログラムの報告を聞くと、名古屋のリー
ダーもなかなか頑張っているなと頼もしく思う。
◇こうしたリーダー達にワイズメンは何をすべき
か、今、問われている。若き青年達も私達もともに
集う人こそがＹＭＣＡそのもの。 （八木武志・記）

会費納入のお願い
会費（月額） 7,000 円

（年額） 84,000 円

一般会計 振込銀行口座

三菱東京ＵＦＪ銀行
鳴子（なるこ）出張所
普通３５４２６１０
口座名義 名古屋東海ワイズメンズクラブ
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伊藤 貴久

◎
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○
○

遠藤 彰一
柴田洋治郎
菅沼 東平
杉山 敏雄
鈴木 一弘
鈴木 孝幸

○
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○
○

鈴木 浩之
野村 秋博
橋爪 良和
長谷川和宏

◎
○
○

ﾒﾈ
○
○

○
○
◎
○
○
○

○

服部 敏久
東田 美保
深川 直
松本 勝
八木 武志
山田 英次
山村 喜久

○
○

○
②

◆2012～2013 年度クラブ役員
会 長：鈴木一弘
副会長：山村喜久
書記：
八木武志 直前会長：柴田洋治郎 一般会計：深川
直
特別会計：鈴木浩之
会計監査：浅野猛雄
連絡主事：東田美保
メール委員：鈴木一弘
YMCA サービス・ユース：柴田洋治郎・伊藤貴久
ＥＭＣ：浅野猛雄・山田英次
地域奉仕・環境：
松本 勝・服部敏久
交流：野村秋博・橋爪良和・
鈴木孝幸
ファンド：山村喜久・遠藤彰一
広報・ブリテン編集：菅沼東平・深川 直・八木武
志
（発送）
：浅野猛雄：長谷川和宏
根の上担当：山村喜久・杉山敏雄・八木武志
メネット連絡員：松本淳子
◆西日本区役員・委員・中部役員
メネット事業主任：野村靖子 メネット書記：松本
淳子 メネット会計：杉山由香里
ワイズメンズ
ワールド編集委員長：野村秋博
区組織検討安全
対策委員：鈴木孝幸
中部直前部長：長谷川和宏
中部ＥＭＣ事業主査：松本 勝

