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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 

 
 ラストラン                                会長 正野 忠之 

 
 いよいよ私の役割も最後の月を迎えることになりました。会長を経験した誰しもが同

じだと思うのですが、１年でできることはしれているという思いと、もっとできたとい

う思いが交錯しています。時間の制約の中でもがき苦しんだ１年でしたが、満足感と感

謝の気持ちでいっぱいです。とりわけメネットのみなさん、本当にありがとうございま

した。 

ところで、私が掲げた『仲間たちの讃歌』は本当に歌えたのでしょうか。仲間たちは

「参加」してくれたのでしょうか。どうしても気になるのが欠席がちなメンバーの存在

です。ひとりひとりとお話をしたつもりですが、私の独りよがりではなかったでしょう

か。クラブや例会は見えていたでしょうか。率直に聞かせていただければと思います。 

会長をしていて、思うこと、考えさせられることもたくさんありました。中でも気になるのは、やはり河内

クラブの今後です。ただこれには一筋の光明が見えてきたように思います。キーワードは「河内クラブにしか

できないこと」ではないでしょうか。何度も申し上げますが、誰かがしてくれる、では簡単に滅びます。「河内

クラブにしかできないこと」を全員で力を合わせてやってのけ、「河内クラブにしかできないこと」を実現させ

たとき、このクラブの未来があると確信します。 

６月１９日、今年度最後の例会です。最後に私の願いをひとつだけ聞いてください。全員が顔をそろえるこ

と、それが願いです。全員でワイズソングを歌いましょう。 

最後になりましたが、私を支えていただいた幹事会、役員のみなさん、１年間、本当にありがとうございまし

た。 

 

会員数 ２３名 ゲスト＆ビジター         １５名 ５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 ６名 現金 0 円 ５月分 ５月分 
会員出席者 １７名 例会出席者 ３８名 累計 18,000 円 ０枚 32,830 円 
メークアップ ０名 役員会出席者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
５月の出席率 ８５.0％ ５月の全出席者 ４７名 累計 275pt ０枚  230,800 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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  ５月例会報告   
２００３年５月１５日（木）18:30～2０:５0 

― サンホーム 6 階 －               記録 田中 惟介 

   

出席者 “高齢期の生き方”と題し“今後必

ず迎える高齢期の為にいろんな機

会、場に積極的に関り、発見、創造、

挑戦することでプラスの価値観、さ

らなる上昇を目指し得る”と詳細な

レジメをもとにお話いただいた。ワ

イズのスピーカーバンクに早くから登録されており、

このような機会ほど嬉しいものは無いとおっしゃっ

た言葉はまさに今日の卓話の実践そのものであると

思う。 

メン 伊藤・岩坂・佐古・笹川・嶌岡・正野・新本 
   田中・中野・初田・藤井・増石・丸尾・宮本 
   望月・山内・横田 
メネット  伊藤・新本・田中・中野・初田・望月 
ゲスト   鈴木誠吉（サウス） 
ヴィジター 
 神谷尚孝（阪和部長）・神谷一恵（メネット主査） 

  東正美(部書記)・吉田絹江（部会計）・和歌山Ｃ． 
  杉浦英（次期部長）・芳澤伸之・奈良Ｃ． 
  石原福造・恵美奈博光・恵美奈富紀子・東良學・ 

 ３分間スピーチとにこにこ語録は別掲のページで

お楽しみください。 
吹留辰雄・松岡虔一 ・サウスＣ． 

  竿 文子（サンホーム・スタッフ） 

  谷田智恵（サンホーム・喫茶ボランティア） 
   以上 ３８名 

 
 小雨まじ

りのすっき

りしない空

模 様 の 中 

上記の如く

大勢の 
ゲスト・ヴィ

ジターをお迎えし６時３０分定刻 佐古君； “定刻

どうり８時３０分まで例会を開催します！”と声高

らかに宣言。 

 
佐古司会の“河内例会は今回も２０分余超過して

しまった。今期一度も時間内に終わった事が無い。

来期からは終了を９時にすれば良いのではない

か・・”との発言は充実した例会を持つためにも

検討すべきかも・・ 

プログラム通り順調に進行し、正野会長挨拶では、

らくらく登山の成果報告と部テニス大会の長年の継

続に対する賛辞が呈された。食事歓談のあと神谷阪

和部長ご挨拶で“河内のブリテンは充実しており楽

しい。IT 化も進んでいて写真もきれいだ。ＨＰも早

くから取り組んでおり情報委員長の協力にも感謝し

ている。正野会長もクラブ訪問を通じ良い友達付き

合いを楽しんでいるようでワイズの良さを存分に生

かしているようだ。等々”と述べられた。 

 

熱心にお話を聴く出席者 

 続いてのインフォメーションでは 
①正野会長；５／１７のサインポストへの参加要請。 
     なかのしまクラブ今井さんからの伝言“法善 
     寺横町川久保君を支援する会 ”への協力。 
②新本；５／１６運営委員会開催の件 
③嶌岡；会員大会参加要請。 
    らくらく登山、ふれあい祭りへの感謝 
④東（サウスクラブ）；サクランボファンドのご案内 
 
と４名からアナウンスがあり いよいよ鈴木誠吉氏

のゲストスピーチ。 例会の後はリラックスしてコーヒータイム 

－２－ 
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にこにこ語録 
      （2003 年 5 月）     記録 丸尾 初子 

       
中野義彦：鈴木誠吉さん！今日はありがとうございまし

た。私もリタィアの時期が段々と近づいてきましたが、今

後の生き方、取り組み方についてとても参考になりまし

た。 

岩坂正雄：（鈴木誠吉さんへ）住友ＯＢの大事なパーティー

をサボッテこちらに来ていただきありがとうございました。 

竿文子（サンホーム）：サンホーム職員の

竿と申します。若い時の苦労は買って

でもしろということで、災難や苦労から

逃げずにがんばっていきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

田中惟介：来期に向けて皆さんに生き

方の学習をしてもらいます。７月までに対話と提言をいた

だき、来年２月まで実行して、それから後、評価という形

でくくりたい。これから一年間よろしくお願いいたします。  

恵美奈富紀子（サウス・メネット）：今日は皆さんとお会いでき

てうれしく思っております。生涯学習をするには少し時間

がありますけれども、今、

一生懸命勉強させてい

ただいております。どう

ぞ よ ろ し く お 願 い し ま

す。 

恵美奈博光（サウス）：サ

ウスの恵美奈です。右、

言いましたとおりであります。（手抜きインパクトに爆笑）  

吉田絹江（和歌山）：和歌山の吉田です。

例会日が一緒ですが、阪和部の役員

をさせていただいたお陰で、今年は二

度も参加させていただきました。ありが

とうございました。 

神谷一恵（和歌山・メネット主査）：今年のメ

ネット国内プロジェクトにメネットのご協

力いただき有難うございました。この一

年、本当にお世話になりました。 

東 正美（和歌山）：鈴木さんのお話を伺

いまして、何かを始めるのに年齢は全く

関係ないんだなと、思いました。部の書

記の務めを終えましたらボヤ～ッと過ごそうと思ってたの

で す が 、 こ れ

か ら も 何 か に

向かってがん

ばっていきた

いと思います。

今日はありがと

う ご ざ い ま し

た。 

東 良學（サウス）：サウスの東です。右に同じと言いたいの

ですが、ひとことだけ。昨年のロビー展で田中さん（大阪

河内）から、価値ある「一万ワイズ」をいただきました。今

日はその一万ワイズが大変価値がある日となりました。
（注：一万ワイズとは、河内クラブが発行したロビー展の賞金で、河内ク

ラブの例会出席等 で使用出来る貨幣） 

石原福造（サウス）：サウスの石原です。鈴木さんありがとう

ございました。正野さん会長の間に来れて感謝しており

ます。 

松岡虔一（サウス）：松岡です。また出席させていただきま

す。ありがとうございました。 

吹留辰雄（サウス）：皆さん今晩は！大阪サウスワイズメン

ズクラブ、チャーターメンバーの吹留辰雄です。情熱を

燃やして生涯青年でありたいと思います。今後ともよろし

くお願いいたします。 

神谷尚孝（和歌山）：鈴木誠吉さんの力

強いシルバーエイジの生き方、これか

に参考に情熱をもってさらに情熱を燃

やして過ごしたいと思います。 

正野忠之：石原さんにお声がけさせ

ていただいたのに理由があります。石

原さんと共通に知っている「やすえひ

ろし君」というリーダーが私と同期であり、堺ＹＭＣＡのリ

ーダーは当時１３０人ほどいまして、その中で会長も務め

た人でした。彼が２９才の若さで交通事故で亡くなってい

ます。１５年前のことですが、天国にいてます。私が会長

の間に、「ＹＭＣＡでがんばっているよ」ということをどうし

ても伝えたくて、石原さんをお招きしました。ブリテンに残

るだろうとの思いで、ここまで伏せておりました。 

鈴木誠吉（サウス）：今日の機会を与えていただいたのは、

山内信三さんと一緒にゴルフした時に、私のことを聞い

ていただいたのですが、僕は、逆にＹＭＣＡの主事から

見事変身されて経理やバソコンの資格を取られ立派に

がんばっておられる、このあり方というかどんどん自分を

その場に応じて変えていく姿勢、これを私は感心してい

ます。このチャンスは山内さんに作っていただいたと思

いますがありがとうございました。 

増石広之：３月、例会さぼって野々島へ行きました。帰り

に高速道路でクラクションを鳴らされ、隣に恵美奈さんの

車でした。紀泉わいわい村に、明日泊まりに行きます。

方向音痴ですので１２時に出発して明るい内に着いたら

いいと計画してます。明日、運営委員会があり、終了して

から行っても１時間でいけるから食事に間に合うと言う人

もいますが、まだ迷っています。 

山内信三：鈴木先輩にお褒めいただき恐縮しています。

和歌山のチャリティーゴルフに行ったら鈴木さんが来ら

れていて、バッグは宅急便で、ご自身は電車でこられ、

帰途ご一緒しました。「そば」を食べようかと高速を降りた

のですが、残念ながら道を迷いましてたどり着けず、西

宮北口で違うそば屋で食べました。家が近くですので今

日も「アッシー君」をさせていただきます。 

新本英二：高校時代の同窓生が、年に６回から７回ハイ

キングをする仲間があります。参加者は都度かわります

が１０名ぐらい来てくれます。四、五日前、高槻のカブザ

ンジへ行ってかえり桂川を下って高槻駅まで歩きました。

きれいな所もいっぱいあって街からすぐのところに自然

が残っているいいコースで、参加してよかったと思いまし

た。 

伊藤圭介：生涯大学の授業料！（意表

をつかれ、笑々、、） 

杉浦 英（奈良）：こちらに座っている

芳沢君から河内の例会に参りましょう

とはっぱをかけられました。 

－３－ 
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鈴木さんのお話を目の当たりにしまして、本当に参

加してよかったなと思っています。ワイズの皆さん

は大先輩が多いのですが、皆さん矍鑠とされておら

れいつも勉強させられます。常に健康で、生涯青春

で、生涯学習でなけゃいかんと肝に命じました。鈴

木さん！健康には十二分にご留意されまして大いに

また羽ばたいていただきたいなと思います。ありが

とうございました。  
芳澤伸之（奈良）：次期阪和部長の「カ

バン持ち」でやって参りました。昨年

度から「らくらく登山」に参加させてい

ただき、河内クラブの躍動感、若々し

さに敬服しています。佐古メンと中野

メネットと一緒に同伴させていただき、

最初のうちは、軽やかにルンルンと

上がっていまして、「替わりましょう」「替わって下さい」と、

問答していたのですが、途中から中野メネットの声が聞

こえなくなり、無言になられてすごく印象的でした。来年

もよろしくお願いします。（笑々、、、、） 

谷田さん（サンホームボランティア）：ここ

でボランティアをしている谷田です。

これは伊藤さん（メネット）が席をはず

されていますので、一緒に入れさせ

て頂きます。ちょっと聞かせて頂き

たいのですが、鈴木さんの奥さんの

お話をいっぺん聞かせてほしいと思

いますがどんなもんでしょうか。 
（会場ざわめき。「無理やねぇ～。箱入りやさかいに」と鈴木さんの声、

それに合わせて拍手が、、、、、、） 

新本力子：誠吉さんという名前のごとくご誠実なお話で、

（どよめき）今日学んだことを生かすとか、対話をすること

はボケないでしっかり生きられる方法なのかなぁと思いな

がら聞かせていただきました。 

笹川桂子：私は耐えに耐えてきた女でございます。死ぬ

まで磨かれて磨かれて、まだまだこれから苦労してコルク

のように折れそうで折れない人間になっていきたいなと

思いました。ありがとうございました。 

望月治子：鈴木メンにはいろいろお世話になりありがとう

ございました。いいお話を聞かせていただき、ボケないよ

うに学んでいきたいと思います。 

横田憲子：鈴木さんのお話の中に、「お話」と「書く」こと

が苦手とおっしゃってられましたが、私は二つとも苦手で

して、情熱をもってこれからやっていきたいと思います。

ありがとうございました。 

初田真佐子：近所にここでヘルパーの勉強をされた人が

いまして、らくらく登山のことを話しましたら、是非来年は

声を掛けて下さいとおっしゃってられます。まだ若いので

すが、１０日ほど前にご主人を亡くされましたが、会員に

なってくださるかも知れません。 

嶌岡正明：今日はありがとうございました。ここの入所さ

れている方でも自分で何かすることを見つけ出して活発

になされている方はいきいきされている。鈴木さんのよう

に何か生きることを見つけてそれに向かって情熱をもっ

ていけたらいいなぁ、と思いました。 

藤井敬子：鈴木さにとは、両手両足とタコの足をたしたく

らい年齢が離れていますので、（和みの笑いが）これから相

当がんばっていろんなことを学んでいきたいと思います。 

望月  強:鈴木さんとは、初代の情報委員長をされてお

られまして、その時にいろいろお教えをいただきました。

大げさな話しではないのですが、人生観がちょっと変わ

りました。人生は、昇っていって、段々と軟着陸しようとい

うのが私の人生設計です。ところが、思想だけはどんど

ん上がっていくと、嬉しいことを聞きましたので、もう一段

勉強していきたいと思います。 

宮本修司：東ＹＭＣＡの宮本です。違う観点から、鈴木さ

んはとても姿勢がよくて、ゲストスピーカーの方で直立し

てお話されたのは鈴木さんが初めてです。親父がゴルフ

をやっていて、スポーツで親父に勝てないのはゴルフだ

けです。私もゴルフやってみたらいいかなぁと、思います。
（金がいるぞ～と、バックノイズ） 

初田  稔：病気をしたらいい？という感じのお話でしたが、

私は、胃、膀胱、心筋梗塞とやりまして、まだ足りません

ねぇ。まだもつちょっと勉強せよと、そんな感じがします。

でももうこれ以上やったら離婚されます。阪和部長からブ

リテンでお褒めの言葉をいただきましたが、さきほどお話

がありましたように間違いをしておりまして申し訳ございま

せん。気をつけます。 

田中加代子：去年、主人が会社をたたみまして家にいる

ことが多くなったんです。今度のお正月で６０になります。

鈴木さんのお年までだいぶありますので、今日のお話は

参考になりましたので、これから二人で話し合って考えた

いと思います。ありがとうございました。 

佐古至弘：二、三日前、会長から「司会」の連絡がありま

した。会社を出るとき血糖値を測りましたら３２０。また食

事をしたので、３５０位あると思います。水を飲みながら司

会をやらせていただき、失礼いたしました。 

丸尾初子：今日は遅れてきまして申し訳ございません。 

いつも鈴木さんは、どこでお会いしても、がんばってなく

ても「丸尾さん、がんばってるね、がんばりや！」と、いつ

もお声がけくださいまして、とてもうれしく思います。今日

のお話は、主人に聴いてほしかったなぁと思うとこがたく

さんありました。これからもがんばっていきたいと思いま

す。 

中野涌子：芳澤さんが言われましたように、らくらく登山

の時はね行きしなはとても元気で、お手伝いするつもり

で行ったのですが、下りは手伝ってほしいなぁという気に

なりました。 

 

本日のにこにこ３２、８３０円でした。感謝します。 

 

 

 

ＣＳよりお願い 
 
ご家庭で集めて頂いている小銭の貯

金（日本ライトハウスへの支援）を 6 月

例会にご持参ください。忘れた方は 6 月

役員会でも結構です。よろしくお願いし

ます。 
ＣＳ担当 山口 穣 
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３分間スピーチ 
 
嶌岡正明君 

 

一昨日の新聞を見るまでは「遊び

と学びについて」喋ろうと思っていま

した。新聞を見てコロッと変わりまし

た。原稿を出します。（笑い）１３日の

新聞に逆転の確立と言う文章があり

ましたのでこれを参考にしまして、逆

転の確立と言いましても阪神が逆転しているとか、巨

人が８回に点を入れられて負けているとかの逆転では

ありません。（笑い）見方の逆転ということです。視点の

逆転です。野外の美術館で彫刻を見られた時に、ライ

オンと調教師、サーカスなどで調教する調教師の像を

見られた。そのときに、調教師の方から見ればライオ

ンを調教している姿に見えますが、ライオンの方から

見れば調教師を襲うような姿に見える。立場を変えて

見ると全然違うものに見えるんだなと思いました。私も

よく感じます。自転車に乗ります。車も運転します。自

転車に乗っているときは車のことはあまり考えずに乗

っています。車に乗っていると自転車は非常に邪魔な

走り方をします。そんなこんなで私も子供たちや高齢

者の方たちと接していますが、子供と話をする時はど

うしても頭の上から話をしてしまいますので、子供たち

は上を向いて喋らないといけない。そういう立場の違

いというのが一杯あるんじゃないかと思います。少し立

場を変えて、こちら側から見るのと、向こう側から見る

のと全然感じが違うということを自分自身肝に銘じて、

立場が変わればどんなことが見えるのか、感じるのか

頭において生活をしていきたいと思います。 
 

 

岩坂正雄君 
 

 先月の１６日 ＳＡＲＳの騒ぎで、

海外に出るのが非常に心配され

ていた中、韓国へ行って来まし

た。私が行っております教会は

プロテスタントの長老派の教会

ですが、お隣の韓国は長老派の

勢力の非常に強いところで、全

国の長老派教会の修養会に是非出席との要請があり、

行って参りました。ソウルの大通りに１０階建ての壮大

なビルがあり、これは韓国全体の長老教会の婦人会

が献金をして建てた宿舎兼研修館です。この１０階か

ら下を見ますと「昌徳宮」という有名な王宮があり、日

本の皇族から政略結婚で韓国李王朝の最後の王様

のところへ嫁ぎ、亡くなった時は韓国の国葬扱いでお

葬式をされた李方子さんが住んでおられた宮殿もそ

の中にあります。右の方を見ますと大学通りでソウル

大学や梨花女子大学など、韓国の名門大学があった

ところです。韓国の近代化は日本を凌ぐばかりで、特

にソウルはビルラッシュで６０階建てとかのビルがどん

どん建っています。私は何十年か前にソウルＹＭＣＡ

に行った時にソウルＹＭＣＡの総主事が案内してくれ

ましたソウルＹＭＣＡ会館の向かって右側の細い道を

入って裏側へ行きますと、おばあちゃんとその家族で

やっている軒が崩れかかった小さな食堂が並んでい

ます。そこで食事をいただきました。本当にそこでは

一般のレストランでは食べられない家庭的な味の、特

に今回のＳＡＲＳ騒ぎでニンニクを食べるとよろしいと

の事で、散々ニンニクを食べて（笑い）それで無事に

関空のチェックをフリーパスで帰って参りました。（笑

い） 

 

 

 

 

お詫びと訂正 
 

先月号の３分間スピーチ（新本英二君）で文中の文字に 

間違いがありました。お詫びして訂正をさせていただきます。

編集子の浅学に免じてお許しください。 

 

正           誤 

八岐の大蛇     八又の大蛇 

天叢雲剣      雨の群雲の剣 

日本武尊      大和武尊 

御子         神子 

賊           族 

 

 

 

 

 

 

ゲストスピーカーのご紹介 
 

佐竹紀美子（さたけ きみこ）氏 

桃山学院大学非常勤講師 

 

    テーマ 

中国少数民族の旅 民族衣装をめぐって 
 

     一味違ったシルクロードの旅をご夫婦で続けて

おられる佐竹紀美子さんに少数民族の魅力

を語っていただきます。 

着古した民族衣装、英雄を表す小幅の絹１０メ

ートル程のターバン布、よだれのついたような

負ぶい紐など、そこから人々の暮らしが見えて

きます。 

ご主人佐竹保雄さんの撮影した写真も見せて

いただく予定です。 

中国大陸のようなゆったりした時間をご一緒に

過ごしましょう。 
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サンホームニュース 
 

 クリスマス献金のプログラムとして「レインボークラブ」（障害者の外出支

援）の第１回目が５月１８日（日）に実施されました。体調不良のため参加

できなかった家族があったため二家族だけの参加でしたが、海遊館ハー

バービレッジの散策で楽しい時間を過ごす事ができました。今後７月１３

日（日）１０月１２日（日）１月１１日（日）の３回を予定しております。是非一

度参加してみてください。 

 

＜６月の主な行事＞ 

6 月７日（土）～８日（日） シニアキャンプＩＮおおさか２００３に参加（信太山野外活動センター） 

６月１５日（日） 特養外出行事（天保山ハーバービレッジ予定） 

６月１９日（木） 俳句の会 

６月２８日（土） 多世代交流プログラム（東ＹＭＣＡサッカー会員とセレッソ大阪の選手との交流） 

 

シニア－キャンプの８日の日帰り参加、１５日の外出行事へのボランティアの参加を募っています。 

梅雨のシーズンですが、好天に恵まれますように祈っていただきますようにお願いいたします。 

 

＜祝・１００歳＞ 

 サンホーム入所者の方で５月２３日（金）に満１００歳を迎えられた方がおられます。 

当日は家族の方々、他の入居者の皆さん、スタッフで盛大なお祝いをいたしました。益々、健康でお過ごしいただきま

すようにお祈りいたしております。 

 

 
 

【わくわくデイキャンプ in 紀泉わいわい村】で 
わいわいしました！ 

 
 紀泉わいわい村にはわらぶき屋根の建物が並び、中にはへ

っついさん（かまど）や囲炉裏がある、昔の田園風景が広がっています。まるでタイムスリップをしたような

錯覚を覚えるところです。そこで、５月２５日（日）ファミリーを対象に一日楽しく過ごしていただこうと、

わくわくデイキャンプが催されました。午前中はクッキング。へっついさんを使ってご飯を炊き、野外炊飯棟

でカレーを作りました。お釜を使ってご飯を炊く経験がなく、テレビや雑誌でしか見たことがないものだけに、

火をおこすことは出来ても火加減調節をするのが難しかったのか、出来上がったご飯は周りが丸焦げ・真ん中

は生米という、すばらしい？！ものでした。そんなこともありつつ、午後からは選択プログラム。木を使って

写真立てを丁寧に作るお母さんや、川に入って沢ガニや魚・カエルを捕まえることに真剣になるお父さんと子

ども。ダンボールでオーブンを作り、焼き上がったクッキー（不思議な形がたくさんありました）を家族が待

つ所まで大切そうに運ぶお父さん・お母さん。玉ねぎの収穫をし、土と戯れることの楽しさを味わった家族な

ど、それぞれがやりたいことを選んでプログラムを行いました。参加者の総勢が約１９０名と多数だったため

か、リーダーの昼食時間がなくなってしまうアクシデントもありましたが、参加者の皆さんはゆっくりとした

時間の流れに心身共にリフレッシュされて帰られました。 
ウエルネス 脇本 卓美 

 
                                               

 
「里山」体験記                         増石広之 
 
5 月 16 日に、紀泉の「わいわい村」へ里山体験をしに行ってきました。ウイークデーなので、大変空いて

いて 3 グループの泊まりでした。私は一人なので、小さい家を一軒貸してもらいました。8 畳の間と 8 畳の板

の間(いろり付き)、おくどさん、湧き水、五右衛門風呂等があり、トイレだけが近代式の水洗式でその他は、

里山体験の出来る自然一杯の環境でした。久しぶりに薪を炊いて、自分で湯加減をみて風呂に入りました。回

りには、百足やまむしが居るので、気を付ける様にとのご注意もあり自然がいっぱいでした。 
河内クラブも使えるといいですね。次の日は近くの根来の里で、無線をして帰ってきました。 
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２００２年度メネットコラム（連載） 

【第 1４回】   テーマ  “私の近況” 
 

吉川 亜紀 

  
現在、学校や公共の図書館に 装備した本を納め

る会社に勤めています。内勤が主ですが営業もやっ

ています。日々いろんな本に（タイトルだけですが）

接することができるので楽しいです。 
 これまでやってきた様々な事が今に結びついてい

るなぁ、としみじみ感じています。司書資格、嫌で

たまらなかった 3 分間スピーチ、図書館勤めの経験、

パソコン、なぜか通った製本講座、佳幸さんに鍛え

てもらった車の運転等々。 
今やっている事もいつの日かに結びつくかと思うと、

「今を一生懸命生きよう！」って強く思います。 
 …と頭では思っているのですけれど、実際はドタ

バタの毎日です。うっかり口が滑って、学童保育の

役員を引き受けてしまいました。今年こそは、静か

に暮らそうと思っていたのに！ 
 当面の夢(?)はパソコンの技術向上！。出て行く

（教える）ばかりで勉強をしていないので、少し焦

っています。それから綾が今年からピアノを始めた

のに刺激を受けて、私も楽器を触りたくなってきま

した、これは時間的に到底無理ですが。2 人で合奏

するのも夢です。 
 こんなことを思いながら、休みにはボ～っとめだ

か 10 匹とベランダの草花を眺めて「リフレッシュ

（と綾には説明）している」この頃です。 
追伸 
 綾も小学 1 年生。楽しいようで、中でも給食のお

いしさについては絶賛していました。相変わらず本

好きで、図書室からせっせと本を借りて帰って来て

ます。歯が 3 本抜けそうです、コマなし自転車もあ

と 1 歩です。運動面についてはゆっくりペースなが

らご機嫌に過ごしてくれています。 
 
 
 
 
 
 
 

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 ５月２２日（木） 東ＹＭＣＡ 
 

 

“仲間たちの讃歌” 

 

日本区強調月間 評価・計画 

 

出席者  

正野・佐古・増石・田中・初田・中野・宮本・望月・山内・ 

 

６月例会について  

例会日６月１９日（木）サンホーム  

例会担当 D グループ  

山内（長）・増石・箕浦・藤井・大谷・大藪 

司会＝箕浦泰之  食事担当＝増石広之 

聖句朗読＝大藪芳教   食前感謝＝山内信三 

Ｙニュース＝宮本修司 サンホーム＝嶌岡正明  

ゲストスピーカー 

佐竹紀美子氏 
    中国の小数民族の旅 民族衣装をめぐって 

 

７月ブリテン原稿  

例会報告＝山内信三  役員会＝初田 稔  

Ｙニュース＝宮本修司  サンホーム＝嶌岡正明  

にこにこ語録＝増石広之 メネットコーナー＝？？？  

メネット関係＝中野メネット・田中メネット  

 
連絡事項  
 

★ 新・旧合同評議会・ 

６月２８日（土）南ＹＭＣＡ 

時期役員の第１回評議会に引き続いて現役員

の年度最終の評議会が開催されます。 

合同評議会が終り次第、合同の懇親会が行われ

ます。 

アベノ アポロビル９階 楓林閣 

会費 ５０００円  18：30－20：30  

 

第 15 回阪和部会 

日時 ２００３年９月１４日（日） 

   受付１０時３０分 閉会１４時２０分 

場所 奈良県歯科医師会館 地下ホール 

会費 ４０００円 
 

 

審議事項  
 

★ 丸尾欽造君転会・丸尾初子君退会について 

丸尾欽造君についてはセントラルクラブの会

長さんより転会の連絡が書類であり、役員会

で承認をしました。７月１日より河内のメン

バーとなります。丸尾初子君については正式

な退会届が提出され、役員会で承認しました。

６月３０日付けで退会となります。 

－７－ 
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６月２８日（土）評議会 新旧合同 
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HAPPY BIRTH DAY           WEDDING ANNIVERSARY 

嶌岡 正明 １９４８年６月 ６日生 

 

伊藤 玲子 １９？？年６月 ７日生           結婚記念日の方はおられません 

宮本 修司 １９６３年６月 ８日生 

佐古 利子 １９？？年６月１５日生 

 

 西日本区通年強調目標 ＰＲ  
地域の人々にワイズメンズクラブの六つの目的をＰＲしましょう。具体的な活動内容をマスメディ

アから報道してもらう事も考えましょう。あなたの働きがけがワイズの知名度を高め、新しい仲間

を増やす事につながります。 
 西日本区強調月間  評価・計画   

今年度の活動が次期の活動の基礎となります。正しく評価を行い、次期の活動計画に反映されているか確

認しましょう。メンバー数やファンド等は数値として把握し、数年分をグラフ化するのも良いでしょう。 

                            臼井 征郎 西日本区理事（長浜クラブ）        

 

 

第６回 西日本区大会 

おいでやす！ 
 

とき  ２００３年６月１４日（土）～１５日（日） 

と こ ろ ひこね市文化プラザ 

     彦根市野瀬町 187-4 

開 会 日 6 月 14 日  

大会登録 登録受け付け 午前 11：30～ 

第1部 13：00～14：25 

オープニング 

第2部 14：30～16：00 

部長・主任報告 

第3部 16：15～17：15 

Y’s フォーラム 

「あなたが主役・語ろう未来のワイズ」 
 

 

 

 

新・現評議会メンバー合同懇親会 
 

新旧合同評議会終了後、下記場所に移動して開催

します。参加者は現役員と次期役員です。 

 

日 時 ２００３年６月２８日（土） 

         １８：３０ ２０：３０ 

場 所 中華料理 楓林閣 アベノ店 

      （アポロビル９階 06－６６４９－１０５５） 

会 費 ５０００円 

 

 

 
 

                  

                        ６６月月－－７７月月のの予予定定     

６ 
６月 ６日（金）第２例会 サンホーム 

次期役員打ち合わせ会 

６月１４日（土）～１５日(日)西日本区大

会 

彦根市文化プラザ 

６月１９日（木）第１例会 サンホーム 

６月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

大阪南ＹＭＣＡ 

 

７ 
７月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

７月１７日（木）第１例会 サンホーム 

部長第１回公式訪問 

７月１８日（金）大阪ＹＭＣＡ安全の日 

７月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

７月２５日（金）～２７日(日)アジア大会 

６ 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
第28期も今月で終わり、来月から第29期が始まります。

28期のブリテン担当も今月で最終号。色々と・・・になる

はずでしたが、次期会長からもう一年と声がかかりました。 
代わり映えのしないブリテンですが、神谷部長に褒めて

いただいたのを心の糧に次期もがんばり

ます。よろしくお付き合いの程をお願いい

たします。 
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