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２００２～２００３年度【標 語】 

クラブ 標 語「仲間たちの讃歌」～ 集い、語らい、楽しもう ～ 正野忠之 
阪和部標語「ベクトルを合わせ、地域と共に活動を」 神谷尚孝 （和歌山クラブ） 
西日本区標語「ベクトルを合わせ、地域と共に活動を」 臼井征郎 

“Act together within community towards the same goal” 
アジア 標 語「Into the bright light of selflessness」John L Choa (Philippine) 
国 際 標 語「Growth through service」Bill Ward (U.S.A) 
メネット標語「メネットが蒔いた種子から地域に夢を」白井公子（大阪長野） 

 
第２８期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:正野忠之 副会長:増石広之 副会長:丸尾初子 書 記:初田 稔 書 記:田中惟介 会 計:望月強 会 計:藤井敬子 

メネット:中野涌子 直前会長:中野義彦 連絡主事:宮本修司 

 
戦争がもたらすもの 

 会長 正野 忠之 
イラクで戦争が行われています。戦争そのものを否定しなければならない

のですが、誰のための何のための戦争なのかそれすらはっきりせず、これほ

ど考えさせられ、賛成、反対が別れた戦争は珍しいのではないでしょうか。

少なくとも私にとっては初めての経験です。いろいろな考え方がありますの

で賛否は避けますが、私はアメリカという国が 9.11 テロ以来、つぶれてい

たメンツをぶつけてきたような気がしてなりません。テロの首謀者とされる

人物を捕らえることもできず、悶々とした中で、イラクの指導者を標的にし、

腹立ち紛れに手を出した・・・そんな気がしてならないのです。アメリカという国のプライドの高さを改めて

実感したように思います。ハリウッド映画の多くは、アメリカがイコール『正義』で、アメリカが地球を救う

というシナリオが描かれ、かっこよく演じられています。しかし現実に見せつけられるとどうでしょうか。集

団破壊兵器やテロの存在が国際社会を脅かすことはもちろんですが、今回のような国際秩序を無視した独断的

で威圧的な行動はそれを上回るような危険が潜んでいるように思えてなりません。そして説明責任を果たさな

いまま支持を表明した我が国。戦争が終わり、アメリカの行動が問われるとき、日本はどのような見方をされ

るのでしょうか。疑問だらけです。 

国内を見れば株価は果てしなく下がり続け、不安ばかりが我々を取り巻くのですが、クラブライフにおいて

はそうも言っていられず、4 月は重要な行事がふたつあります。4 月 12 日には 1 泊研修会が開催され、これ

からの我がクラブを考えていきます。4 月 27 日にはらくらく登山が実施されます。今年は一般参加者の募集

も行い、地域に出ていきます。YMCA サービスに加え、地域奉仕、広報と様々な側面を打ち出す最初のステッ

プです。このふたつの行事を重要な行事と位置づけていただき、積極的にご参加いただけることを願います。

今の日本のように『追従』ではいけません。メンバーとしての存在が問われています。 

会員数 ２３名 ゲスト＆ビジター         ２１名 ３月度ＢＦポイント Ｙサテレカ にこにこファンド 
広義＆メネット会員 ３名 メネット＆コメット ７名 現金 0 円 ３月分 ３月分 
会員出席者 １７名 例会出席者 ４５名 累計 18,000 円 ０枚 37,130 円 
メークアップ １名 役員会出席者 ８名 切手 ０pt 累    計 累    計 
３月の出席率 ８５.0％ ３月の全出席者 ５３名 累計 275pt ０枚  179,970 円 

例会場・役員会場 ：サンホーム   東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 

大阪河内クラブホームページアドレス：http：//www．hct.zaq.ne.jp/cpand205/kawachi/ 
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  例会報告   
２００３年 3 月２０日（木）18:300～21:00 

― サンホーム 6 階 －               記録 田中 加代子 

   

出席者  

メン 佐古・伊藤・望月・正野・田中・岩坂・丸尾・初田・中野・笹川・ 

横田・山内・嶌岡・宮本・藤井・新本・大谷・ 

メネット 田中・中野・望月・初田・大薮・新本・伊藤・ 

コメット  

ビジター＆ゲスト（敬称略） 
今井利子（なかのしま）・森本好子（高槻）・白井公子・藤原康

子・浜田尚美（大阪長野）・宍戸秀子・徳田かつみ・林夏子・鍋

島安紀子・鍋島祥男・杉浦文子・杉浦英（奈良）・南口祥子・木

内真紀・遠藤典子・遠藤通寛・松野五郎・佐々木貞子（泉北）・

清水真己子・植草智子（リーダー）・菅秀晃（スタッフ） 

 

 

以上 45 名 

 

 ３月ひなまつり例

会と称して メネッ

トによる例会が行わ

れました。 
 多数のヴィジター

をお迎えし、会場のテ

ーブル配置はいつもと違って広がりのある並べ方

で 各テーブルの上には春らしい においスミレ

やパセリ、こごみでグリーンにう

めつくされた大きな楕円の花器

等が置かれ、メネット会で手作り

した姫だるまも愛らしくならび 

この例会にふさわしい会場作りがされた中、中野

メネット会長の点鐘で始まりました。 
 司会はベテランの初田メネット。

一年に一回歌うメネットソングに続

き伊藤メネットの聖句朗読、岩坂メ

ンの食前感謝の後 キッチンオリタ

のボリュームあるお弁当を頂きまし

た。その上 今日はおいしい緑茶と可愛い和菓子

も用意され 中野メネッ

トの心使いに感謝。 
次に今回のゲストスピー

カー・インテリアコーデ

ィネーター田邊 樹（たな

べ みき）氏による卓話。

｢少しの工夫で住空間が変わ

る｣と題して 照明・カーテ

ン・空間のディスプレイ等な

るほどと思われる事を話し

て下さいました。例えば、老

人は夜 足元がよく見えな

いので足元灯を点けましょうとかディスプレイは

何でも並べるのではなくてテーマを持って飾る。

又額に かるた・ポチ袋・日本手拭い・・着物の

布等を入れ壁に掛ける等々。日常生活にちょっと

応用すれば変化が楽しめるお話でした。続いて結

婚・誕生のお祝い、佐古さん笹川さんの３分間ス

ピーチ、にこにこアワーと進み、今回のメネット

による例会もなごやかな内に終わりました。 

中野メネット会長堂々のご挨拶 

 

 
賑やかな例会風景 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
 
…………………この日、正午前、米英軍によるイ

ラクへの爆撃が始まりました。………………… 

 

 

 
白井メネット主任と高槻森本メネット 

 

  

 
卒業リーダーとご一緒に 嬉しそうな正野会長 

－２－ 
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にこにこ語録 
                 記録 初田 稔 
 
遠藤（泉北） 家内に迷惑をかけて２５年になりま

した。これからもよろしくお願いします。 
松野（泉北） この前に小学校の卒業式

で男の子は野球の選手とサッカー選手、

女の子は保育士、獣医などになりたい

と言う子が沢山いました。 
伊藤 歳を取りますと本日のインテリアの話は大

変参考になりました。 
杉浦(奈良) 次期の役員の中で半数の４

名が女性である。なかなかの河内クラブ

だと思いました。 
植草（リーダー） 今日は楽しい時間をすご

させていただきました。 
菅（スタッフ） 東ＹＭＣＡの菅です。よろしくお願い

します。 
藤原（長野） 会館が新しくなってから初

めて寄せていただきました。本当に立派

な会館です。 
浜田（長野） いつもいつも美味しい

ご飯を楽しみにしております。今日は

為になる話を有難うございました。 
白井（長野） 今日はメネット例会を

開いていただき、有難うございます。

先程正野会長がお母さんといわれ

ましたが、私はお姉さんです。今日

は弟のためにお土産を持参で参り

ました。高槻の森本さんは今席をはずしておりま

すので、これは森本さんの分です。 
南口（泉北） 今日は可愛いいお雛

様を作っていただき、とても楽し

い例会でした。 
木内（泉北） 今日は美味しいお料

理を食べてとても楽しい時間を過ごせることが出

来有難うございました。 
今井（なかのしま） 新築するのにはとても参考にな

るお話を聞かせていただきました。とりあえず家

の中のガラクタを片付けます。 
杉浦メ(奈良)  今年もメネットさんの心配りの行

き届いた楽しい例会ですね。 
森本（高槻）河内の写真展でワイズド

ルを頂きましたのでそれを使うよう

にと誘われて出席しました。 
徳田メ(奈良)  久し振りに河内の皆さ

んにお会いできましてとても楽しかっ

たです。 

鍋島メ(奈良)  今日は久し振りに楽し

い時間を過ごさせていただきました。  
鍋島(奈良)  遅れてきまして申し訳

ありません。是非今日のお話を聞きたかったので

すが、残念です。 

遠藤メ（泉北） いつも楽しみにしてい

るメネット例会に参加できまして有

難うございました。田中さんのお髭は

宮崎駿に似ていますね。 
佐々木メ（泉北） 手作りの物でいつも楽しく過ご

させて頂きました。今日は本当に有難うございま

した。 
宍戸メ(奈良)  自分も家をたてる機会

がありましたら、今日の話を役に立て

たいと思います。 
林メ(奈良)  今日は美味しいご馳走を

頂きまして有難うございました。為にな

るお話も有難うございました。 
新本 有難うございます。 

新本メ 良いお話しを有難うございました。 
清水（リーダー） 卒業プレゼントを有難うございま

した。 
岩坂 誕生日のプレゼント有難うございました。 
横田 今日は色々な話を聞かせて頂きましたが、

我が家では夫婦喧嘩のネタになるようなディスプ

レイの話もあり、これからも色々と変化をつけて

生活して往きたいと思います。 
田中 皆さん今晩は。マイクが入らないのでこの

位おきな声を出さないとニコニコにならないです。

今日は大勢の参加者で有難うございます。皆さん

はこの 10000 ワイズの紙幣を見られたでしょうか。

来期に会長をしますので、この紙幣をふんだんに

発行します。ロビー展で発行した中でただ今５枚

私の手元に帰ってきました。帰ってこないと私の

儲けになります。（笑い）有効期限は６月末です。

それまでにお使いになって下さい。河内の例会に

来てください。 
佐古 暗い家でも灯りを明るくすると明るい家に

なると言う事がわかりました。 
中野 今日は沢山おいで頂きまして有難うござい

ます。今の家は若者の家のように段差や階段の多

い家なんでこれから先に向けて年寄り向けの家を

探しております。 
山内 今日のお話を聞いて私の所も何か工夫をし

たいと思います。今年卒業のリーダーおめでとう

ございます。 
丸尾 私の所も主人の母を引き取って２ヶ月にな

りますが、教えて頂いた事を参考にして実行した

いと思います。 
大谷 今日はどうも有難うございま

した。 
初田 今、額装のお話がありましたが、

私は葬式用の写真を遠藤さんからいただきました。

これです。（笑い）もう何時でもあの世に旅立ちが

出来ます。この写真は前年に九州部会に望月さん

に連れられて参加したときのものですが、欲を言

えばもう少し男前に撮って欲しかったですね。自

分ではもう少し良い男だと思っています（エ～） 

－３－ 
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宮本 いつも初田さんの後で笑いを持っていかれ

る運命にあるんだなぁと思っています。（笑い）昨

年の３月にこの東ＹＭＣＡに来て丸１年になりま

した。今後ともよろしくお願いします。（拍手） 
田中メ 結婚祝有難うございました。 
伊藤メ 家の梁の所に頂いた写真や絵などを架け

てるんですが、段々と落ちそうになってきて、万

が一地震なんかの時には下に寝ている者に落ちて

ガラスなんかが刺さったらと思い、全部取り払い

ました。取り越し苦労でしょうか。 
望月 私も遠藤さんからこの写真を頂きました。

高い有償の写真は買わされましたが、ハワイで

42.195ｋ走って素人の写真を頂いたのはこれ１枚

のみです。本来は遠藤さんにお支払するべきです

が、余分にニコニコに入れます。 
藤井 今日の３分間スピーチの佐古さんのお話を

聞いて、私が生まれる前からＹＭＣＡで活動して

いたんだとビックリして聴きました。 
正野 私のために長野クラブの姉（白井さん）が来

たんやと言ってましたが、今日はメネット例会な

んで、私が正面に座っている時にもう一度来てく

ださい。 
田邊氏 中学校の時にＹＭＣＡの英語学校に通っ

ていまして、それ以来のＹＭＣＡなので懐かしい

時間を過ごせまして有難うございました。 
中野メ 今日は大勢の方が来て下さりとっても楽

しい会になりました。有難うございました。これ

からは眼も悪くなりますので部屋の灯りだけを明

るくするのではなく、工夫をして見たいと思いま

す。今度家を建ててもらう時はコンセントを一杯

つけてもらいます。（笑い） 
初田メ 私は司会をするのが初めてな

もんで、拙い司会で申し訳ありませんで

した。中野メネットさんから電話を頂い

た後からすごくお腹の調子が悪くなり

まして（笑い）、まあまあどうにか終れそうです。

有難うございました。（拍手） 
大薮メ 久し振りに伺いました。私も名前は随分

古いんですが、出席回数は数える程で、新人の新

人と言っても良いくらいです。お土産のお漬物を

ゲットしました。 
望月メ 今日は沢山の方が来て下さいまして、喜

んでおります。去年に作った姫ダルマを飾らせて

いただきました。 
 
本日のニコニコは３７１３０円でした。ご協力に

感謝いたします。 
 

出席第一！ 
出席はメンバーの義務である 

例会に欠席の場合は 

必ず会長まで連絡をして下さい。 
 

役員会報告 ３月 27 日（木） 東ＹＭＣＡ 

 

“仲間たちの讃歌” 

日本区強調月間 Y サ・ ASF 

 

出席者 正野・増石・田中・初田・中野・佐古・新本・望月・ 

 

４月例会について (一泊研修総括例会) 

例会日４月１７日（木）サンホーム  

例会担当 Ｂグループ  

新本（長）・中野・笹川・宮本・和田林・ 

司会＝新本英二  食事担当＝宮本・新本 

聖句朗読＝和田林   食前感謝＝宮本  

Ｙニュース＝宮本 サンホーム＝嶌岡  

  

5 月ブリテン原稿  

例会報告＝初田 役員会＝初田  

Ｙニュース＝宮本 サンホーム＝嶌岡  

にこにこ語録＝中野 

メネットコーナー＝山内メ  メネット関係＝中野メ  

 

連絡事項  
 

★ ＥＭＣシンポジウム参加確認 
４月５日（土）南ＹＭＣＡ 

最終確認をする。 

★ 評議会・主査会参加確認 
４月１９日（土）南ＹＭＣＡ 

最終確認をする。 

★ 阪和部テニス大会について 
４月２９日（祝）舞洲 

４月５日（土）実行委員会（南ＹＭＣＡ） 

 

審議事項  
 

★らくらく登山について 
日程は４月の最終日曜日。今年は２７日に決定。今

までの経過を踏まえて新しい試みを考えたい。一般

からも車椅子使用者の参加を誘い、同じくボランテ

ィアの参加も募る。タウン紙などに案内を掲載して

募集を始めました。 

今年は参加者が昨年の５割増になると思われるの

で、阪和部にも近隣の他の部にも案内をしてボラン

ティアを確保する。 

 

★一泊研修について 
今年は４月１２日（土）から１３日（日）に生駒山

麓公園ふれあいセンターで行います。 

河内クラブの有り方についてのフリートーキング。 

 

★河内クラブホームページについて 
早速にリニューアルしました。急いでアップした為

に不手際も多いが一度覗いてください。色々な情報

を提供できるＨＰを予定している。 

ホムページアドレスの変更がありますが、新しくア

ップした時点で正式にご連絡いたします。 

－４－ 
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３分間スピーチ 
 

佐古 至弘君 
 

こんなに大勢の前で喋るのは会

長をやって以来です。会社では研

修とか調理指導などの奉仕をして

おりますが、何分にも年齢の高い

方ばかりですので、今日おられる

ワイズの皆さんの方が大変若いです。 
昭和２５年からＹＭＣＡに関わりまして、５３年

目になります。河内クラブでは７１歳になる方が３

名おりますが、私もその一人です。ＹＭＣＡに５３

年も関わっておりますと、色々なことがあります。

これがＹＭＣＡかと思うほど裏切られたこともあり

ますし、また、ＹＭＣＡにいて良かったなと思う事

も多くありました。何故か、何があってもＹＭＣＡ

を離れる事が出来ないのが私の５３年の歩みです。 
土佐堀のＹＭＣＡを建替えたり南のＹＭＣＡを建

替えたり、そうかと思えば我々が作った東のＹＭＣ

Ａが売却されて、このサンホームになったりと色々

なことがありました。しかし、ＹＭＣＡに対する信

念は未だに変わっておりません。人には裏切られた

事はありますが、神には裏切られなかった。私もク

リスチャンですが、仕事の関係で月に 1～２回しか

教会には行けません。しかし、クリスチャンもやは

り人間です。あのクリスチャンが世界で一番多いア

メリカが今人殺しの戦争をしています。親が子供を

殺したり、子供が親を殺したりする時代ですが、Ｙ

ＭＣＡに関わる我々は青少年に対して道を誤らない

ように指導をし、孫や曾孫の代までＹＭＣＡを継続

して行って頂きたいと思います。動ける間はＹＭＣ

Ａで活動したいと思います。 
 

 

笹川 桂子君 

 
今晩は。今日はたくさん来て頂きま

して有難うございました。中野さんか

ら来月は３分間のスピーチをと振ら

れたんですが、こんなに沢山の前で話

をしないといけないなんてと恨んで

います。 
昨日はテレビの゛Wowow で「パールハーバー」を

やっていましたね。見られた方はいらっしゃいます

か？。あれ！誰もいらっしゃらない。たまたまスイ

ッチを入れたらやっていました。偶然かなと思いな

がら、観ていました。色々な事を考えながら日本は

平和で幸せだなぁ、もうこれ以上我ままを言っては

いけないなぁと横に居る主人を見ながら思いました。

今あるものを大事にしなくてはいけない。などと思

いながら眠りにつきました。でも、朝、眼を覚まし

て主人の顔を見ましたら、早速我がままを言ってい

ました。でも人間って色々なことを忘れるんですね、

でも忘れては思い出し、思い出しては忘れるんです

ね。こうして人間をやっていくんだなぁと思いまし

た。家庭と言うのは小社会です。その小社会の中で

も家族が幸せに、諍いを起こさないで平和に過ごす

事が一番大切じゃないかと感じました。少し短いで

すがこれで終ります。 
 

【次回は少し変更があります。】 

 
 

クラブ１泊研修会のご案内 
 

と き：２００３年４月１２日（土）～１３日（日） 

１２日（土） 

午後５時集合・入浴・自由懇談 

              ６時夕食会 

              ７時 30 分時研修・討議 

１３日（日） 

午前８時朝食・討議の続き 

         10 時解散 

 

ところ：生駒山麓公園ふれあいセンター 

生駒市俵口町 2088 番地 

電話 0743-73-8880 

場所 

 
 
 
 

 
卒業リーダー感謝会の報告。 

            正野忠之 
 
午後４時から東 YMCA 川良スタッフの司会進行

により、２００２年度卒業リーダー感謝会が開催さ

れました。 
 卒業リーダー５名に感謝の盾が新本メン（運営委

員会委員長）から贈呈。 
 続いて「贈る言葉」という形で私から一言ご挨拶

を申し上げました。 
 その後、後輩たちからの「贈る言葉」もあり、涙

する卒業リーダーに胸を打たれました。 
 学生時代の貴重な時間を子供たちと過ごした彼ら

にとって、去るに忍びない気持ちだと思います。 
素晴らしい社会人として羽ばたいていくことを願う

ばかりです。 
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サンホームニュース 
 
 3 月 16 日（日）に「ふれあいサロン」が実施されました。今年は御厨南地区の高齢者の方々が役員の方も

含めて 35 名参加していただきました。ボランテイアとしては地元意岐部中学校の 11 名、日頃サンホームで活

動していただいている方とスタッフも含めて 3７名、の総数 83 名の参加があり、大盛会の内に終了しました。 
 プログラムは、午前中は大正琴、意岐部中学校のコーラス、健康体操、午後は折り紙、骨密度測定、卓球、

人形作り、福祉情報があり午後は各自が関心のあるものを選択され楽しい時間を過ごしていただきました。昼

食はサンホームご自慢のお弁当、豪華メニューに参加者全員が舌鼓をうちました。 
 午後の骨密度測定はほぼ全員の方々が測定され健康への関心の強さが感じられました。 
 このプログラムは、多くの人々にご協力いただいた東ＹＭＣＡクリスマス献金の一部を使用して実施させて

いただきました。ＹＭＣＡが願う地域の方々とのよき交流の機会になったと思っております。今年参加されな

かった方、来年は是非ボランティアとしての参加をお待ちしております。 
 

 
春の暖かい陽射しに、外に導かれるような今日此頃、皆様に

おかれましては、いかがお過ごしでしょうか。 
２００３年もいよいよスタートしました。スタッフもリー

ダーも新しい体制で今年ものぞんで行くことに意気揚揚とし

ております。 
さて、４月２７日に“らくらく登山”その後２９日（祝）には“ＹＭＣＡヘルシーキッズデイ”とプログラ

ムが目白押しです。それらの場にて、新入スタッフやリーダーがボランティア精神を育み、多くの気付きを持

ち、個々のスキルを上げ、各々が成果を持ち帰ることに期待しております。 
また、５月の連休には東ＹＭＣＡ野外リーダートレーニングを控えて降ります。ワイズの皆様も彼ら、彼女

らを暖かく見守っていただければ幸いです。 
２００３年を占うこの４月、５月のプログラムの一つ一つを大切に、それでいてアクティブに活動して行き

たいと思っています。東ＹＭＣＡの飛躍の年となれますようにどうぞお祈りください。 
今年度一年もどうぞよろしくお願い致します。 
永らく皆様と共に過ごしました武田リーダーが転勤で港ＹＭＣＡ（ベクセル）に移動しました。在職中は色々

と有難うございました。 
又現在、２００３年度の協力会員継続の手続きをお願いしております。よろしくご協力ください。 
                                   東ＹＭＣＡ 宮本 修司 
                                               

 
森林ボランティアに参加して           増石広之 

 
ＹＭＣＡには六甲、呼子、野の島、と沢山樹木や竹が生えている

所があり、どこも森林としての手入れが必要です。そこへ行って山

の手入れをするのが、森林ボランティアです。約１０年位前から活

動が始まっています。当初はＹＭＣＡ関係者が主でしたが、今では

一般のボランティアが多く、特に森林大学の卒業生で木や草花に興

味を持ち、技能の優れた人が多数来ています。そんな中に混じって、

今回は３月２０日～２３日野の島で竹の伐採をしてきました。野の

島へは、阿南海洋センターからモーターボートで運んでもらいます。センターの沖合い８００メートルの所に

ある無人島でキャンプ場として使用しています。野の島には直径１５～２０ｃｍの高さ１０ｍをこえる竹が密

集しています。それを片っ端から切って、切り倒したら２～３ｍに小切りにして片づけていくのです。今回は

２０名の参加で、懸命に仕事をすると、目に見えて成果があが

り、時間の経つのが早く感じられます。山の木の手入れをする

と山が生き返り、水が綺麗に成り、キノコも生えてくるし、残

された木はすくすくと育っていきます。皆さんも是非参加して

みてください。楽しくて体のためにもよろしいですよ。 
森林手入れの予定  
５月２日～５日呼子 ７月１８日～２１日野の島  
９月１２日～１５日野の島 １０月１０日～１３日呼子   
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２００２年度メネットコラム（連載） 

【第 12 回】   テーマ  “私の近況” 
 

悲しい戦争に想う 
望月 治子 

米国によるイラク攻撃がついに始まり、イラク戦

争の開戦となりました。各国其々の思いはあるでし

ょうが、人間が人を裁き罪の無い善良な国民が無意

味な犠牲を強いられ、自由とはこの様な大きい代償

の上で勝ち取るものでしょうか･･･。 
テレビ中継で見るバグダッドでの空襲警報のサイ

レンの音を聞き、昔を思い出してぞっと致しました。 
幼児期の第２次世界大戦を体験した私には、当時

のことが思い出され誠に残念で成りません。その戦

争も烈しくなった頃、私の姉たち二人は三田の田舎

に疎開しました。まだ幼かった私と弟は、疎開も出

来ず大阪の街に両親と居りました。大阪も空襲があ

り、サイレンが鳴るたびに暗い寒い防空壕に入れら

れ、何時も泣いておりました。Ｂ29 が飛び去った後

の夜空に焼夷弾が花火のように綺麗だった事を覚え

ております。 
その実家は武田製薬の傍でしたので、爆撃にもあ

わず、現在も母と弟夫婦が住んでいます。（製薬会社

の場所は攻撃しなかった） 
今の日本は不景気とはいうものの、何不自由もな

く沢山の商品が街に溢れ、飽食の時代となりました。

イラク戦争も早く終わり、イラクの人々に一日も早

く自由と平和が訪れますようお祈りします。 
 

 

お詫び 

前月号の箕浦メネットの記事で最後のＢＭＩ式で括弧が

抜けていました。 

誤 ＢＭＩ＝体重 Kg÷身長ｍ×身長ｍ 

正 ＢＭＩ＝体重 Kg÷（身長ｍ×身長ｍ） 

読者からの指摘により訂正いたします。誤った式で計算さ

れた方は出てきた答えにビックリされたと思います。 

お詫びして訂正いたします。有難うございました。 

（編集子） 

 

中西部合同メネット会報告 
中野 涌子 

 
３月８日 太閤園において中西部合同メネット会が開

催されました。寒さ厳しい中にも、キラキラと春の日差し

がさす、気持ちの良い日でした。美しい庭園では花嫁さん

を囲んで記念撮影されており、その横を通りお庭を散策し

ました。講演では「女性が輝いて生きるために」と題して

話されました。お話の中で、 

・  くよくよ考えないで"Let it be"なるようになると

割り切ること。 

・  二つの中どちらかを選ばねばならないときは、楽な

方にしがちですが、しんどい方を選ぶこと。 

・  ぞっこん尊敬出来ろ人に出会った時に、人は成長す

ることが出来る。 

 等々、素晴らしいお話をいっぱい聞かせていただきました。 

私も色んな人との出会いを大切に、少しでも成長し、私と

出会った人に、少しでも喜んでもらえるよう頑張ろうと思

いました。すぐ忘れそうですが？？？。 

          参加者   横田  中野 
 
 

第５回 Y.Y ﾌｫｰﾗﾑ報告 
  

 テーマ  力を合わせて前進 

          Do you know YMCA & Y’s? 

 
３月９日（日） 生駒山麓公園ふれあいセンターにて奈

良ＹＭＣＡ,奈良ワイズメンズクラブの主管でＹＹフォー

ラムが行われました。望月君は前夜祭よりの参加で、大変

楽しくて、絶対に前夜祭からの参加をするべきと熱っぽく

語られました。 

辻野奈良クラブ会長の点鐘で始まり、臼井西日本区理事、辻中

奈良YMCA総主事のご挨拶に続いて本行輝雄（東京ひがしクラブ）

兄の発題講演が行われました。本行輝雄兄はＹＭＣＡ、ワイズ

メンズクラブの歴史、現況、ユースリーダーの役割等を話され

特に､スタッフ､ワイズ、リーダー、会員それぞれがＹＭＣＡで 

あるとされ、各個の役割りの中で努力することが必要であると

強調された。 

分団討議においては、６テーマを１１分団に分かれ昼食

を含んで約３時間討議された。又各分団より報告がなされ

ましたが、短時間で有ったため物足りない面があった。 

しかし後日報告書が作成されるとのことであり、愉しみ

に待ちたい。尚分団テーマは下記の通りです。 

１.ワイズはＹＭＣＡから何を期待されているのか    

また、ＹＭＣＡはワイズから何を期待されているのか。 

２.次代を担うメンバーやユース［ボランティアリーダ－

学生ＹＭＣＡ含む）を育成するためには。何が必要で何

をすべきか。 

３.他のＹＭＣＡでは、ユースはどんなプログラムを行い

どんなことで悩んでいるのか。また、その解決法は 

４.ユースとワイズメンが仲良くするためには、どうすれ

ば良いのか。 

５.コネクターとしての連絡主事の役割は。 

６.プログラムを実際に作ってみよう。実行しよう。 

  （奈良のユース､ワイズ、ＹＭＣＡスタッフ協働で） 

    河内クラブの参加者  望月 横田 中野 

 

 
発題者 本行輝雄氏     会場風景 
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HAPPY BIRTH DAY           WEDDING ANNIVERSARY 

丸尾初子 １９４５年４月 ２日生                   正野忠之＆由美夫妻    ４月４日 

伊藤圭介 １９３２年４月 ７日生  

大谷美佐子 ？？ 年４月 ８日生 

正野由美    ？？  年４月  ８日生 

 

 

 西日本区
地域の人々にワイズメンズクラブの六つの目

アから報道してもらう事も考えましょう。あ

を増やす事につながります。 
 西日本区強調

ＹＭＣＡとのパートナーシップの向上をはか

メンバーとの交流を図りましょう。連絡主事

                     

 

 

第７回 らくらく車椅子登山 
 

サンホーム入居者、一般参加者と共に 
 

と き ２００３年４月２７日（日） 

ところ 生駒山 らくらく登山コース 

じかん 午前９：00～１４：00 

集 合 東大阪ＹＭＣＡ 

対 象 ＹＭＣＡに連なる全ての方々及び一般

公募の方々 

会 費 無料 

 

約 3ｋｍほど歩きますので、歩きやすい服装と靴で

参加して下さい。 

 

雨天の場合は大阪東ＹＭＣＡにご確認ください。

 

当日の予定 

   午前９時００分 サンホーム集合 

     ９時３０分 出発 

    １０時００分 登山道駐車場着 

      現地集合の方も１０時必着 

     

１４時３０分 登山道駐車場出発 

    １５時００分 サンホーム着 

    １５時３０分 解散 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月１２日（土）～１３日(日)一泊研修会 
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通年強調目標 ＰＲ  
的をＰＲしましょう。具体的な活動内容をマスメディ

なたの働きがけがワイズの知名度を高め、新しい仲間

月間  Ｙサ・ＡＳＦ   
り、共働のプログラムの開発、学生ＹＭＣＡ・ＹＭＣＡ

に重要性の確認をしましょう。 

       鈴木 良洋 Ｙサ・ユース事業主任（大阪サウス）  

 

 

                

４４月月－－５５月月のの予予定定 

４ 
４月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

４月 ５日（土）阪和部ＥＭＣシンポジウム 

南 YMCA２階ライブラリー 

生駒山麓公園ふれあいセンター 

４月１７日（木）第１例会 サンホーム 

４月１９日（土） 第４回主査会新旧合同 

   第３回評議会 

４月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

４月２７日（日） らくらく登山 

４月２９日（祝） テニス大会 

 

5 
5 月 ２日（金）第２例会 サンホーム 

5 月 11 日（日）東大阪ふれあい祭 

5 月１５日（木）第１例会 サンホーム 

５月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
 
今月はブリテンの編集に取り掛かった時にパソコンが機

嫌を悪くして、どうにも成らなくなり非常に焦りました。

このブリテン作成も違うパソコンで作成しています。パソ

コンが故障することは、メールでの原稿も受けられなくな

り、こんなに不便だとはあまり考えていませんでした。も

う現在ではパソコンのない日常生活は自由を拘束された感

があります。 




