


 名古屋東海ワイズメンズクラブブリテン                         （2）

「世界連邦運動と 

YMCA・ワイズメンズクラブ」  

平口哲夫氏（金沢医科大学名誉教授） 

1月第１例会 1月 11日（金）ラ・スースANN 

 今年7月から中部部長に就

任する平口哲夫氏（金沢犀川

クラブ）に、次期部長として

ではなく、ご専門の考古学者

としてでもない立場で、長年

関わっておられる世界連邦運動について語ってい

ただきました。 

 「核戦争、民族紛争、環境破壊、生命倫理崩壊 

など人類の生存に関わる重大問題は地球レベルで 

取り組まないと、解決できない。そのために世界 

連邦を」と説かれ、現実的選択は「統一国家を作る

のではなく、世界機構を法の下で市民連帯を目指す。 

EU（ヨーロッパ共同体）が具現化のモデルだ」と 

言われる。現在、世界連邦運動協会は、YMCAやワ

イズメンズクラブと並んで、国連経済社会理事会と

の協議資格を有した国際団体だという。超党派で超

宗派をモットーとするNGOでもある。 

私たち YMCAやワイズメンズクラブは具体的な 

奉仕活動で平和に貢献することを目指しているが、 

世界連邦運動協会は、政策提言を行うなど政治活動 

を行っている。日本の全政党から議員の会員を抱え 

いるのはおもしろい。 

 ワイズメンの中にも世界連邦運動協会の会員が 

何人かいるという。YMCAやワイズと違って運動 

の歴史は 65年と短いがクリスチャン会員が日本の 

民主化に貢献した働きが、今の私たちに問われてい 

るようだと言われる。私たち世代には、50年前にエ 

スペラント語と同義語のように一緒に耳に入って

きた世界連邦運動が、静かに継承されていることを 

知った次第である。 

 この運動体もまた次世代へのリレーをどう果た

せるかが組織存亡の鍵のようだ。平口さんはご自身 

の個人的な病気入院と「9．11」同時多発テロがき

っかけで世界連邦運動に参加されたのだそうです。 

 平口氏には、次回は中部部長としてお迎えし、角

度を変えたお話を伺いたいと思います。最後に雪の 

金沢から遠路はるばるお越しいただきありがとう

ございました。     （長谷川和宏・記） 

会長メッセージ ⑧  

   会長  鈴木一弘               

  イエスの復活を祝うのは 

イースターだが、その 46日前

からは「受難節(Lent)」（毎年２月４日から３月１０

日の間）に入る。キリスト教では、「40」は特別な

意味を持つ。例えばイエスが福音を述べ伝えられる

前に、荒野で 40 日間「断食」をされ、試練の時を

過ごされたとの話がある。（マタイ４章） 

１月中旬、学生 YMCAの引率で、南相馬市で「子

どもの遊び場支援」を手伝い、その帰路に「アウシ

ュヴィッツ平和博物館」（白河市）に寄った。当時

の記録ビデオや併設のアンネ・フランクギャラリー

などを観ながらフクシマとの共通点（人類が背負い

続けなければならない「負の遺産」）を感じた。 

 もう一つ考えたこと。それは、他人（ひと）が、

あるいは自分が「役に立つ」とか「立たない」とか

は誰が決められるのだろう、との問いである。この

博物館には高さ 120センチのバーがあり、このバー

をくぐれる者（子ども）の他、妊婦、乳児、老人、

障がい者は過酷な強制労働に「耐えられない者」 

「役に立たない者」として、ガス室に送られた。 

「あなたの心にアウシュヴィッツはありません

か」。ビデオの最後に流れたその言葉は、組織運営

に関わる者（それがワイズであれ、何であれ）が心

に留めるべきものだと思った。 

  

なお、荒川文門中部部長

の公式訪問で、今後の 

中部の行事予定と積極

的な参加の呼びかけが

ありました。 

（長谷川直前部長、荒川現部長、平口次期部長の揃い踏み） 

リーダーとともに新年会（南山クラブ主催） 

 １月 13日（日） 

八事・GOKURAKU亭 

南山クラブの 1月第 1 

例会として開催。 

東海クラブから柴田

君・八木君が参加した。 

名古屋プラザクラブ

の大島・櫛田両氏のほか、OB の熊沢君、都築君も

駆け付け現役のリーダーと楽しく語り合った。 
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 1月第２例会報告 18日（金）19：00～20：00 

名古屋ＹＭＣＡ 出席：11名 野村・松本メネット 

12～1月に行われた行事の報告の後    

①今後の 1月の予定： 

・「こどもたちの遊び場」 東日本大震災支援活動：

1月 19日～20日 南相馬市 鈴木一弘君 

 名古屋のリーダー・ユースを派遣は３月に延期 

②2月の予定 

・第１例会：2月 8日（金）18：45～20：30 

ラ・スースＡＮＮ オークション 

担当：遠藤君・鈴木孝君・杉山君 

名古屋グランパスクラブと合同例会 

 ＴＯＦの月、食事はなし。会場は YMCA3階 

・第２例会：2月 15日（金）19：00～YMCA 

③リーダーと共に新年会：１月 13日（日）19：00 

 八事GOKURAKU亭で開催された。南山クラブ 

④３月の予定 

・第１例会：８日（金）担当：橋爪君 

・チャリティウォークと「揚がれ平和の凧」：９日 

・第２例会：15日（金） 

・中部評議会・ＹＹフォーラム：20日（祝） 

 次期会長・主査研修会は３月 9～10日 

⑤西日本区後期区費等の納入は２月 15日まで 

⑥仙台Ｙ東日本大震災支援対策室の「いちご」 

 販売への協力 個人購入の方策を検討、ＰＲ。 

 クラブ例会（３月）で食事に添えるなど。 

⑦御殿場クラブとの交流会は３月例会とチャリテ

ィウォークを合わせて検討する。 

クリスマスキャロル in JRセントラルタワーズ 

 恒例の 12月 23日にクリスマスキャロルが名駅 

JRタワーズガーデンで行われ、117名のサンタクロ 

ースが主の降誕を祝い、讃美歌やクリスマスソング 

などを安井正規氏の伴奏と橋爪圭子さんの指揮で 

聴衆とともに歌いました。  

今年は 10回目をむかえ 

実行委員長の松原誠さん

（グランパスクラブ）から 

安井さん、橋爪さんに感謝

の花束が贈られました。 

  

メネット新年女子会開催！！ 

 新しい年を迎え、名古屋東海クラブメネットが、

久々にメネットの集まりを持ちました。1月 10日、 

場所は栄・錦の木曽路です。広報が遅く、参加は 4

名にとどまりましたが、皆さん、時間をやりくりし

てかけつけてくださいました。目で見るだけでも美

味しそうなお料理を心ゆくまで堪能し、楽しい時間

を過ごしました。その中で、東日本大震災のことを 

忘れないでいたい、という気持ちを語り合いました。 

ちょうど、仙台 YMCA 東日本大震災支援対策室

から、応援している山元町のいちご農家のいちごを

買って支援してほしいという申し入れがありまし

た。自分たちのできる

支援をしていこう、と

いうことで、私達名古

屋東海クラブのメネ

ット有志では、これを

受け入れ、山元町のい

ちごを購入、支援することに決めました。なまもの

ですので、取扱いが難しいことから、まずは最初に

購入して様子をみながら、広めていければいいなと

思っています。 

 また来月も、美味しいランチをいただきながら、

楽しく集いたいと思います。日時は 2月 21日（木）

に決定しました。場所は未定ですが、多くのメネッ

トさんの参加をお待ちしております。 

（参加：野村メネット・橋爪メネット・伊藤メネッ

ト・松本メネット）     松本淳子・記 

メネット事業「こころのケアを考える」 

＜講習会の実績と今後の予定＞  野村靖子 

12月８日（土）、中西部。大阪 YMCA会館にて 

48名の参加。内、江見部長以下ワイズ関係者 30名。 

なお、１月 13日に開催された西日本区役員研修会 

では、この講習会を受講された中西部江見部長がリ 

ラックス体操を活用されました。 

12月 15日（土）、阪和部。和歌山 YMCA会館 

にて 38名の参加。内、若者の参加が 10名ありまし

た。ワイズ関係者は正野阪和部長始め 20 余名でし

た。終了後も若者達が講師を取り囲んで質問が続き

ました。 

今後の予定 西中国部１月 26 日（土）広島、び

わこ部２月３日（土）近江八幡、阪和部３月 20日 

（水・祝）奈良。他に、瀬戸山陰部、九州部でも準

備が進められています。 
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お誕生日おめでとうございます 

 メ  ン  2月  5日  深川 直君 

 メネット  2月 13日  橋爪圭子さん 

       2月 21日  遠藤恭子さん 

       2月 21日  長谷川君子さん 

結婚記念日おめでとうございます 

 2月 17日  柴田洋治郎君・純子さん夫妻 

 2月 23日  伊藤貴久君・聡子さん夫妻 

 2月 28日  浅野猛雄君・美也子さん夫妻 

 2月 28日  鈴木孝幸君・純子さん夫妻 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

今月の西日本区強調月間は 

TOF・CS・FFです 

「できることから始めましょう。TOF・FF あな

たの献金が命を助けます」 

西日本区地域奉仕・環境事業主任 

      笠井俊明君（京都トップスクラブ） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

東海クラブだより  

◇国際ボランティア活動に長年携わっている知人 

のO氏が昨秋、JICAのシニア協力隊員に応募し 

たが、健康診断の数値が悪くパスできなかった。 

どうするかな？と思案していたら、3月 1日から 

愛知県立大学でグローバル人材育成の仕事をする 

ことになったと連絡がきた。 

◇準教授という立場で授業はせずに留学（派遣・ 

受入）の推進が主な担当、再び、ボランティアの 

分野で活躍できることに本人は大喜び。 

◇生きる目的が明確であれば、チャンスは巡って 

くると言うことだろうか。 

◇元 YMCA会員だ。 

     （菅沼東平・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）支店 

   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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1 浅井 秀明 広義会員  

2 浅野 猛雄 ○ ○     

3 伊藤 貴久 ◎     10,000 

4 遠藤 彰一       

5 柴田洋治郎 ○ ○    20,000 

6 菅沼 東平 ○      

7 杉山 敏雄 ○ ○     7,000 

8 鈴木 一弘 ○ ○      

9 鈴木 孝幸 M ○     

10 鈴木 浩之       

11 野村 秋博 ◎ ◎      

12 橋爪 良和 Ｍ      

13 長谷川和宏 ○ ○     

14 服部 敏久 ○      

15 東田 美保 ○ ○     

16 深川 直 ○ ○      

17 松本 勝 ◎ ◎     

18 八木 武志 ○ ○     

19 山田 英次 ○       

20 山村 喜久 ○      

◆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（浅野猛雄） 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

                                                 


