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２００４～２００５年度【標 語】 

クラブ標語「為せば成る!」 興味と意識と熱意を持って 初田 稔 
阪和部標語「The Right Choice」－良き 選択－  永井 康雅（紀の川クラブ） 
西日本区標語「皆な仲間 働こう」 Be Soul-Mates  –to work hand in hand--  柴田善朗（京都さくらクラブ） 
アジア標語「Love your neighbors as yourself」自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ  長尾ひろみ(日本) 
国 際 標 語「Let Your Light Shine」－輝かせ あなたの光を －  ジョン L チョア (韓国) 
メネット標語「メネットの和を広げ ともに働こう “全ての人にハッピーシャワー”」 石合 昭子(大阪西) 

Let’s Serve Together in Wider Circle!  “Shower of Happiness to All The People”  
 

【今月の聖句】 コリントの信徒への手紙Ⅱ ８章１５節 
「多く集めた者も、余ることはなく、わずかしか集めなかった者も、不足すること

はなかった。」 

 

心に残る言葉・・・・ 
 以前にクラブの例会で、ゲストスピーカーとしてお越し頂

いた、あるお坊さんからお聞きした言葉が今でも私の心に残

っている。「俺が、俺がの 「が」 を捨てて、おかげ、おか

げの 「げ」 で暮らせ」と言われました。 

先日の阪和部会で、高野山のお坊さんにも同じような言

葉を頂きました。「世の中は、「こそ」の二の字のおきどころ 

治まるも「こそ」 乱るるも 「こそ」。 

この言葉、「が」 も 「こそ」 も使い方によっては正反対の意味となる。私が

これほど一生懸命にしてやっているのに、私がこれだけすればこそと自分本

位の考えが心を占めたり、また、反対に相手の立場になって、何事においても、

貴方のおかげで上手く事が運び、貴方のご協力があればこそ全てが順調で

すと感謝の心で考えれば、万事が丸く治まり、日常の生活も楽しくなると思い

ます。これからもこれらの言葉を心にとめて、自分の心が慢心したときには思

い出し、感謝の心で過ごしたいものです。 

柴田西日本区理事はいつもおっしゃいますが、日常の生活においても、ク

ラブ運営においても、一人では何も出来ないのです。私が会長として務められ

るのも皆様の おかげ であり、皆様のご協力があれば こそ と感謝しており

ます。 

 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

第３０期 ク ラ ブ 役 員 
会 長: 初田 稔 副会長:横田 憲子・望月 強 書 記:正野 忠之・岩坂 正雄 会 計:佐古 至弘・増石 広之 

メネット会長:初田真佐子 直前会長:田中 惟介 連絡主事:宮本 修司 

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．Kisweb.ne.jp/kawachi-ys/ 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ０名 １０度ＢＦポイント 書き損じハガキ にこにこファンド 
（広義＆メネット会員） ２名 メネット＆コメット ３名 現金 22,500 円 １０月分 １０月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 １９名 累計 22,500 円 720 円 17,500 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ ０ 月 の 出 席 率 ７７.3％ １０月の全出席者 ２９名 累計 ０pt ７２０円 65,350 円

１１月例会プログラム 
 

１１月１８日（木）サンホーム６Ｆ

     

   司会 芳澤伸之君 

開会点鐘       初田 会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       岩坂正雄君

ゲスト＆ビジター紹介 初田 会長

会長の時間      初田 会長

インフォメーション  各 担 当

食前感謝       岩坂正雄君

食事         一   同

音楽の夕べ 
アンサンブル 

“dolcozza” 
 誕生・結婚祝     初田 会長

ニコニコアワー   新本＆大谷君

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘    初田 会長

 

１１月例会担当班 
A グループ 

新本・岩坂・増石・石田・芳澤・

大谷・ 
準備の為に６時に集合して下さい。
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  １０月例会報告   
２００４年１０月２１日（木）１８:３０～２０:３０          記録 横田憲子 

― サンホーム 6 階 －                

 

出席者(敬称略) 

メン 

初田、岩坂、佐古、新本、嶌岡、田中、望月、増石、山内、

横田、芳澤、大谷、丸尾、笹川、藤井・ 

 

メネット 

初田、望月、新本、 

 

ゲスト＆ビジター 

浅井利崇、（スタッフ）                 

以上  １９名 

 

１０月例会は ゲストの都合で 河内クラブ活性化に

ついて語ることの時間とした。準備はＤ班ですが、お弁

当は 芳澤さんお見立ての“おこわ弁当”を 心斎橋大

丸より持ち込んで下さいました。 

 初田会長の心配されていたご自身の検査結果も白丸

だという うれしい報告があり１０月例会の点鐘。司会は

田中さん。 

 

 インフォメーション 
１．東ＹＭＣＡ祭り  （芳澤） 

  クラブ担当のフライドポテトに関して、ジャガイモ５㎏ 

６人の方に 下準備御願いしたい。初田・望月・田

中・新本・横田・ 

２．ロビー展      （笹川） 

  クラブ訪問を順次行っています。次は泉北クラブ。 

３．チャリティーランに関して  （増石） 

  当日万博会場の入場料は未定。下見に行きます。 

４．ジャガイモ販売の報告   （嶌岡） 

  残は １００ケースあまりです。 

５．チャリティーラン抽選券に関して    （横田） 

  １５人×３枚で４５枚販売で、残り１５枚は嶌岡さんに

御願いしています。 

６．ファンドの使用済み切手整理 

  毎土曜日に笹川さん・芳澤さんの喫茶ボランティア

で行いますので、ご協力よろしく。 

７．東ＹＭＣＡ報告       （浅井） 

今冬 ウエルネスのスキー申込みを コンピュータ上

で行うことに。 

北海道で開かれたリダー研修会にクラブからの登録

費の援助をいただき２名のリーダーが参加した。御

礼のメッセージを代読され、リーダーとの交流で心に

残る成果を得た様子。 

８．演劇入門       （田中） 

  自分の体験を生かし リーダーに表現力を学んでい

ただき クリスマス例会ですばらしい寸劇にしたいと 

第１回目は１０月９日（土）１０名 第２回目は１０月２５

日（月）で、スタッフ・リダーが積極的に台詞を 考え

ている様子。 

 

 １０月例会のメインプログラム 

田中さん進行役で 河内クラブの活性化を会員増強を

中心にメンバーの意見を出していただく事にする｡ 

 

田中さん： 河内クラブ３０周年記念と阪和部長の役を

控え クラブ活性化が必要です。３０周年記念は２００５

年の秋に予定をしていて、まだ 予約に至っていません。

現在の構想としては ワイズメンズクラブを一般の方に

知っていただく為に 参加者１０００名になるようなイベン

トを考えたい。そのためにもクラブ自体が元気にならな

いとダメである。 

組織としての３０年経過は１世代を終え 次の世代が出

来ていなければいけない時期である。だから、新しい人

達が活動しやすい状況に持って行けるようにしたい。今

の 河内クラブの現状をどのように考えているか 発言

を御願いします。 

 

岩坂さん： 河内クラブの設立当初は若かったが、３０

年という年月を重ね 体力も衰えてきたと共に、新陳

代謝がうまく出来ていなくて、今にいたった。 

 

増石さん： 今回のジャガイモ荷下ろしでは、私が行っ

た時はワイズの参加は新本さん１人だけ、しかもジャ

ガイモを一緒に降ろしておられるのをみて、クラブに

元気がないのは 年齢が原因と考えるのはおかしい

ことです。ＹＭＣＡを拠点にワイズが存在すると、どう

しても密接につながり、仲が良すぎて新しいメンバー

を増やそうとする意識が無くなる。 

  

初田メネット： 河内クラブのメネットさんは 今介護の

役割に手を取られている情況です。ここ数年メネットさ

んの出席率が悪くなっている。 

 

嶌岡さん： 私がサンホームに来る前の河内ワイズの印

象は、張りがあって仲の良いクラブでした。メンバーと

なり感じたことは 仲が良すぎて新しいメンバーを誘う

ことをしてこなかった。今は 真剣に１人１人が誘うこと

に気をとめる必要がある。それと 東ＹＭＣＡと河内ワ

イズが密接に繋がっていた時期に、ＹＭＣＡ本体の

変容で 今までの活動が途切れ、新しい模索が生じ

たことも 元気がなくなった要因でしょう。今 メンバー

同士が声を掛け合う場面も減っている中、毎月毎月

の例会を元気になるように考えればと思う。 

 

丸尾さん： 初田会長の標語を皆さん 認知しておら

れますか。メンバーが会長の気持ちを共有出来なけれ

ば クラブは前に進まない。今 メンバーの皆さん１人１

人が自分自身をみつめ直す必要がある。天国に召され

た方々の功績を私達は忘れてはいないか。以前の河内

クラブでは、けんかしながらも １つの方向を目指してい

た。ところが 今は話し合いの中で感情的に成らず とこ

とん話し合いをしなくなったので、クラブで何をしようとし

ているのか、見えてこない。皆さん 河内クラブの以外の

人と どれぐらいつき合っておられるだろう。多くの人と

交わることで、 世の中が求めていることを知り 行動を 
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起こさない限り、新しいメンバーは増えてこないでしょ

う。ワイズというグループは、１人で出来ないことを、相

談しながら行動出来るところと思っている。 

 

田中さん： 楽しい例会をもてるよう みんなが力を合わ

せるべきだと思っている。他のボランティア国際団体

は桁が違うメンバーがいるのに なぜワイズは増えて

こないのか。 

 

大谷さん： いつも思うのは ウエルネスの保護者を対

象にもっと ワイズの活動をアピールすれば良いので

は。 

 

新本さん： 教会でも今 １人が１人を教会に誘う とい

う方法をとっているが，これはアフターケアーが持続

的に行わなければ 来なくなるので，常にケアーをす

る意識を持つことがクラブ活性化に繋がるのだ。  

  

芳澤さん： ワイズの例会日は いつも会社を早退して

出席している。そしてその都度上司に理由を説明す

るのが言いずらかった。でも最近は 自己研鑽の場と

言えるようになった。これは活動しながら自分自身理

解できてきた事である。 もう少しワイズとしての独自

性があっても良いのではないか。そして メンバー

各々が目的を持ち，明るく声かけをして行くといいの

でないか。 

 

望月さん： 今月から 例会に誘う声かけの為，電話を

することにした。今 “ラクラク登山”も “ジャガイモフ

ァンド”も東ＹＭＣＡに甘えている．ワイズ自身の活動

を忘れている。以前 リーダーＯＢのワイズ入会に力

を注いだが，リーダーＯＢ会そのものの認識が異なり，

入会のお誘いも難しくなった経緯がある。 

 

田中さん： 今のままでは 決して良くないので，新しい

メンバーが動きやすい場にすることから 始めよう。 

 

肩の凝る内容が続いたあとは １０月誕生の 本日欠

席の中野メネット 誕生日は５組とおめでたい話題でし

た。でもこのあとのニコニコアワーで 藤井さんのお父様

が１０月２日に静かな旅立ちをなさったこと事を皆さんに

告げられ，手厚い介護をなさっていたことをお聞きして

いただけに，一同悲しい驚きとなりました。心よりご冥福

をお祈りいたします。  

 

 
 

 

１０月例会で 見えたこと・・・ 

（例会司会担当の場から）     田中惟介 

 
 問の中には答が用意されている。 

問いが正しければ おのずから正しい答が導き出され

る。 

 

 私は当日“我がクラブの現状をどうかんがえている

か？”と問い掛けた。否定的・肯定的なそれぞれの認識

は既視感（きしかん＝デジャヴ）を伴いつつ共有された。     

（ミーンナワカッテイルンダヨ） 

 

 “どうすればよいのだろう”と次の問いを発するまでも無

く 流れの中で「若い人達の居場所となる雰囲気作り」

「外の人達との係わり」「クラブは何をしようとしているの

か」「良い雰囲気の例会作り」「元気な挨拶をかわそう」

etc・etc 正しい答がつぎつぎと導き出されるのであった。

（ダレガ ソレヲ ヤレバイイノカ？） 

 

 最も気になった発言の一つに「増強の為の決め手が

無い」というのがあった。 

これは そこで循環モードに入ってしまって、つまり思

考も行動も身動きできない状況にはまりこみ 打開の道

へ進めない 手に負えない事態に到ることを認識して貰

いたい。（イマ ソノ テヲ カンガエテルンダヨ ・・） 

 

誰が増強の為の策を講じるのか？ 

会長を中心とした執行部がまず第一であることに異

論は無い。求心力を高め、企画実行に移すこと。 ここ

で言いたいこととして何を企画し実行するにも 熱い支

持と協力が無くてはならないと言うことである。（アイツガ 

マタナンカ ヤリヨルワイ） 

 

阪和部報４３号に書いたことを読んでいただきたい。

それを継続しようとする現会長を全力でサポートする決

意を私はここに改めて表明する。諸兄も熱意をもって参

画して頂きたい。 

 

 

今月のゲストのご紹介 
 

アンサンブル “dolcozza” 
小林理子さん・橋詰智章さん・山本優子さん・ 

斉藤智枝さんの４名のリコーダー奏者による 

コンサートです。 
 

演奏曲目は 

愛の挨拶 

パパパ 

Ｇ線上のアリア 

埴生の宿 

ロッホローモンド 

コンドルは飛んでいく    など 

 

                     ご期待下さい。 
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にこにこ語録 （敬称略）        記録 初田 稔 

 

浅井（スタッフ） 宮本さんが研修に出

て２ヶ月になります。宮本さんからは

時々連絡があって「みんなどうしてる、

東Ｙはどうしてる？」と連絡が入ります

が、こちらからは一切連絡しておりま

せん。宮本さんが居なくて非常に困ることはありますが、

残された４名でなんとかやっています。気軽にお菓子で

も持って（笑い）事務所に遊びに来て励ましてください。 

初田メ 今日は色々なお話を聞かせて

頂きましたが、主人がボールペンのノッ

クをカチャカチャとしているのを見て、神

経が過敏になっているなと感じました。

今日は帰っても機嫌が悪いなと思って

います。 

新本メ いつも有り難うございます。働

きが少なくて心苦しいのですが、皆さん

の働きでこうして楽しませて頂いており

ます。 

望月メ 今日は美味し

いお弁当を頂きました。

例会のお弁当を楽しみにしています。女

性メンバーも増えたら楽しいと思います。 

嶌岡 クラブで色んな話をする機会とい

うのは少ないですが、今日はメンバーの

みの出席で良かったと思います。１０月

２１日は河内クラブ再出発の日です。頑

張りましょう。 

新本 大谷さんが先に帰られましたの

で預かった分を入れます。運転免許の

更新で規則が少し変わっています。７０

歳を過ぎて更新をする場合は特別講習

が必要になりました。 

笹川 常に考えていたことを今日は勉

強させていただきました。喫茶ボラン

ティアで６年、これでいいと思っていた

らいつの間にか河内クラブのメンバー

になって２年半、主婦としては結構忙

しいです。娘に助けられています。娘

の生徒さんをクラブのメンバーに獲得できそうです。楽

しみにしておいてください。（拍手） 

増石 家内の事ですが、Ｃ型肝炎で検

査をしていたら、肺癌といわれ手術をしま

したが初期で小さかったので悪いところ

を取り除き、あまり大きな手術でなく終り

ました。私の楽しみであるアマチュア無

線の行事が１１月７日にあります。丁度チ

ャリティランと重なるのですが、申し訳ないですが無線の

方に出席させていただきます。ゴメンナサイ。 

佐古 右手の痺れを感じて昨日にＣＴス

キャンをしてもらいました。来週の水曜日

にもう一度ＭＲＩをとってもらいます。歳を

とれば歳をとった活動があるはずです。

自分が動けなくなれば動ける代わりをメ

ンバーに連れてくればいい。 

岩坂 写真を撮っている芳澤さんにお

聞きしますが、今日の美味しい弁当は

心斎橋から一人で担いでここまで持っ

て来たんですか。ああ車で、ほんならあ

んまり感激せんでええんですな（笑い）

今日の話ですがあんまり反省したり深刻ぶったり苛立っ

たりせんほうが世の中はいいなと言うのが私の人生哲学

です。あかんもんはあかん、なるようになる。 

山内 昨日の台風の時に私は遅番で

一人で事務所におりました。電車が走

らんようになるんじゃないかと心配して

いましたか、大阪は殆ど台風の被害が

なくて、明くる日の新聞を見てびっくり

しています。 

望月 新年合同例会の準備に私も関わ

っていますが、一生懸命にやってまんな。

阪和部の各クラブを廻ってこれからが正

念場だと思っています。訪問すれば一人

でも多く参加してもらえると思います。 

田中 執りとめの無い進行で申し訳あり

ません。私は体に良いことは何もしてい

ません。でも２０１５年までは死にません。

夢に出てきたカレンダーを見ると２０１５

年になっていましたから。２０１５年まで

は何があっても死にません。 

初田 ９日に入院して、１０日は脱獄して

阪和部会に出席し、１２日に手術をして結

果を待たずに１６日に退院してきました。

先日に主治医の先生から電話を頂いて

「残念ながら悪いものは無し」と言われまし

た。先ほどからのお話を聴いていて、会長としてのマネ

ージメントの不足を痛感しています。 

横田 １階の喫茶コーナーで２回目の切

手整理をしました時に、河内クラブは良

い場所を持っているなと思いました。こう

いう場所をもっと利用できたら外部との接

触も出来るんだろうと思いました。利用に

ついては皆さんからのアイデアも出して頂いたらと思っ

ています。 

芳澤 このニコニコは高野山に行かれた

方しか理解できないと思いますが、「今日

こうして例会を持てたのも、初田会長が出

所出来たから こそ 出来たと思います。」

（笑い） 

藤井 私事ですが、皆さんにご心配を

して頂いておりました父が１０月２日に

自宅で亡くなりました。父も母も二人とも

自宅で亡くなり、眠るように何も言わず

に逝ってしまいました。今日は色々と考

えた末に皆さんにご報告をしようと出席し

ました。色々と有り難うございました。 

丸尾 何も知りませんですみません。また

皆さんと一緒に頑張って下さい。 

 

本日のニコニコは１７５００円でした。ご協力に感謝

します。 



大阪河内ワイズメンズクラブ   ２００４年 １１月報 
 

－５－ 

第３０期 第５回役員会  

２００４年１０月２８日（木） 東ＹＭＣＡ 

“為せば成る！” 興味と意識と熱意を持って 

日本区強調月間  PR  Wellness 

 

出席者 初田・佐古・増石・田中・横田・笹川・芳澤・ 

望月・嶌岡・ 

11 月例会  

１１月１８日（木）・サンホーム 

担当：A 班  新本・岩坂・増石・石田・芳澤・大谷 

メインゲスト 

アンサンブル  “dolcozza” 

４名のリコーダー奏者です。 
小林理子・橋詰智章・山本優子・斉藤智枝の皆さん 

例会役割分担 
 司会  芳澤伸之君     聖句朗読  岩坂正雄君           

 食事手配 増石広之君   食膳感謝  岩坂正雄君           

 ニコニコ  新本英二君・大谷美佐子君  

次月ブリテン原稿 
役員会報告      初田  稔君  

例会報告        新本英二君      

Ｙニュース       宮本修司君 

サンホームニュース 嶌岡正明君 

メネットコラム(私の独り言)  大薮暢子さん 

こーひーぶれいく   望月 強君    

にこにこ語録      芳澤伸之君    

 

審議事項・連絡事項 
11 月例会プログラム検討・ 

ジャガイモの経過について  完売 

東 YMCA 祭について 

  １０月３１日(日) 五百石公園 

  今年もフライドポテトの製造販売 

  最終確認の徹底 ８時集合 

チャリティーランについて 

  今年も警備の担当 

  参加者確認・行動予定・食事その他 

  参加者の昼食はワイズで準備 

３０周年について 

サンホームロビー展・新年合同例会について 

各クラブ訪問  同行者の確認 

次次期部長の選出について 

 殆ど決定ですがもう少し時間をください。 

１２月クリスマス例会について 

 時間と場所、金額 

 メン・メネット・ビジター ５０００円 

 OB・スタッフ       １０００円 

 リーダーは無料 

和歌山クラブ主催チャリティーゴルフコンペ 

 参加者自身で申込 

慶弔費の確認について 

 会長確認 

和歌山クラブ５５周年記念例会 １２／４ 

会長の出席 

東ＹＭＣＡ祭 IN 五百石公園 
２００４年１０月３１日（日） 
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第１６回阪和部会報告 
記録 田中 惟介 

 

危惧された台風 22

号の直撃をまぬがれ、

秋空の中 高野山遍

照尊院に於いて阪和

部会が開かれた。世界

遺産に認定されたこと

を意識してあえてこの地を選ばれたホストクラブの意図

を大いに尊重して良いと思う。 

 同院の本堂で第 1 部が持たれた。永井部長の開会点

鐘が祭壇の大きな

ご鈴で行われたこと

で一気に場が和み 

妙にマッチした柴田

理事のご挨拶もご

法話のようで好もし

いものであった。会

長、主査の紹介の

みで 従来の部会における様なそれぞれの発表の場が

無かったことに異論があるかも知れないがコンセプトが

世界遺産の地を体感して貰うことにあって貴重な時間の

多くをそのために割こうとするホストクラブの思いを痛い

ほど感じた。第 2 部の副住職の洒脱な法話も“高野山と

は”の演題にとらわれず語られ、理事のご挨拶ともシンク

ロしていて さすが霊場、共鳴し励起する不思議な力を

感じたのは一人私だけではなかったと思う。第 3 部の食

事は 精進料理とも思えぬ 見栄えのする 美味しいも

のでビールの量も程よく（？）頂いた。我がクラブとなか

のしまクラブ合同の新年祝会アピールもこの場で行われ

た。 

いささかあわただしい進行であったが、世界遺産に触れ

る時間を多く取るためのホストのご配慮であったのであ

ると繰り返し述べておこう。 

2 時過ぎチャーターバスに分乗して奥の院を見学し

流れ解散した。紀ノ川クラブのご苦労を多としたい。       
河内クラブから 

メ  ン；佐古・新本・田中・初田・望月・山内・横田・芳澤 

メネット；新本・初田・望月 

の 11 名が出席した。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

中西部部会に参加して 
     初田稔 

 

 １０月２日（土）に大阪ヴェ

クセルクラブのホストにて第

８回中西部会が、pia NPO

を会場として１６５名余の参

加者を迎えて盛大に開催さ

れました。 

一部は中西部合同メネト

会で、奈良ＮＰＯセンターの仲川順子理事長の「ちがい

を豊かさに」と題しての講演をお聞きしました。 

２時３０分からは本番の中西部会が開催され、松本部

長のご挨拶の後は来賓のご挨拶と、中西部内の３クラブ

から活動報告が発表され、クラブの取り組みを真剣にお

話をされていました。 

アピールタイムでは横田さんと田中さんが新年合同

例会の参加依頼をしました。また、来年の西日本区大

会のアピールもありました。 

続いて大型帆船のサンタ

マリア号によるサンセットク

ルージングとなり、天保山ハ

ーバーより５時に出航。４５

分間のクルージングを楽し

みました。甲板での歓談も和やかな雰囲気でしたが、特

別室は貸切で外の景色を楽しむよりも室内でビールを

飲んで、大いに盛り上がりあまり外の景色を見ていない

人も大勢いました。 

その後は、酔い覚ましに世界一の観覧車に乗って地

上１２０ｍ？より下界を見下ろしてひと時の空中散歩を

楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参加者：増石・田中・横田・望月夫妻・初田夫妻  ８名の参加 
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       Ｃｏｆｆｅｅ 

      Ｂｒｅａｋ 
山内信三 

 

  

 

 

 

 

 

“ゴルフ談義” 
コーヒーブレイクは仕事を離れ、楽しい話題がポイン

トと思い、ゴルフを取り上げます。 

 

 スコアーはずっと 100 を切れず、なんとか切りたいと思

っていました。テレビのレッスン番組やプロの試合をビ

デオにとり、スイングの理論と実技を勉強し、練習場で

繰り返してきました。その甲斐あってその後 90 のスコア

が出、それ以来悪くても 100 前後で終始しています。 

次の目票は 90 をきることにグレードアップしました。 練

習場ではナイスショットをしている人を多く見掛けます。

自分には一生あゝいうショットは打てないなあと思う球筋を、いとも簡単に打っている人と比較し、どこが違うのか納得

できる原因を見付けられません。身長の差かな？。しかし、女子プロの不動由里や宮里藍は確か 155～158 ㎝位で距

離を出している。トップからダウンスイングに移る時の切り返しかな？体重異動かな？トップとフィニッシュのクラブの位

置と高さかな？肩の回転、特に右肩の回転かな？ひざの動きすぎ、バックスイングでは左腕、フォローでは右腕の伸

び・・と色々な原因を考えその改善を試みています。 

現時点での結論はスイングを通しての左右の腕の一体感とボ－ルを打った直ぐあとの一瞬の間、左右の腕が伸び、

肩と両腕で二等辺三角形をつくるフォームではと考えています。野球でもゴルフでも分解写真を見るとこのフォームが

見られます。しかし、理屈は分かっても体が動かない、肩とヒザが痛む、やっぱり年かなあと思っています。どうもアベ

レージゴルファで終わりそうです。                次回は望月 強様です。ご期待ください。 
 
 

１０月・大阪なかのしまクラブ訪問記              笹川桂子 
有意義なひと時を頂き有難う御座いました。 

「サンホームチャリティーロビー展」作品出展のお願いを持って例会に参加いたしました。多くの人々の

華やかな雰囲気は勿論、稲葉良一氏卓話は切手収集家としての一途さ純真さを見る思い

でした。“たかが切手されど切手”投機対象としての価値をも含めて、歴史、地理、科学、美術、語学などの

知識を深め、世界を股に駆けた切手と人との交流が人生をより以上に味わい深いものにしていらっしゃい

ます。氏の愉快なエピソード等もヒョイヒョイと話され過ぎ去る時間も忘れすっかり、聞き入ってしまいました。

封筒やハガキに貼られている使用済切手を集めるという小さなことでも、世界の誰かの笑顔につながって

いくのですね。 

  
 
泉北クラブ訪問記                               芳澤伸之 

１０月２６日（火）に横田メン・笹川メンと両手に花で、泉北クラブへ行って参りました。和歌山ワイズメンズクラブの児

玉三千雄ご夫妻の卓話「ＢＦ代表として北アメリカを訪問して」と題したお話をお聞きして、新しいワイズの一面を垣間

見て参りました。お国柄の違いでしょうか、あまり形式にとらわれないワイズの例会に驚きも感じたが、楽しい雰囲気の

中での例会でした。 

 

 

サウスクラブ訪問記                               増石広之 
１０月５日にサウスクラブへ訪問をしました。３名で行く予定が私１人の出席で、サウスのプログラムを楽しんで来ました。

恵美奈兄の司会で会が進行し、ユースコンボケーション参加の瀬川景子リーダーより参加報告が有り、語学力の必要

性と参加で得た物の大きさを発表されました。本日のテーマ「転ばぬ先の新聞棒」といふ体操を教わって、体を動かし

て瞬発力の訓練の仕方を習得した。例会は賑やかで阪和部１の人数を誇るサウスクラブの歴史を感じました。ロビー

展の開催は吉田会長の口添えも頂き、サウスの皆さんに PR をする事が出来ました。有り難う御座いました。 
 
 

和歌山クラブ５５周年記念例会ご案内 
開催日時：２００４年１２月４日（土）１８：００～２１：００ 

開催場所：和歌山東急イン ４階 末広の間 

          和歌山県和歌山市南汀丁 18  TEL 073-432-0109  

   会  費：８千円 

出欠回答先：FAX 073-471-9165    TEL 073-472-5994（神谷尚孝） 

いらっしゃいませ！！ 

ようこそ、山内様。 

ごゆっくり御くつろぎを。 
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イキイキ健康生活セミナー 

費用無料です。是非時間を見つけてご参加ください。 

第

６

回 

１１月１２日（金） 

14:00～15:30 

今のうちに聞いておこう!! 排泄ケア編  

～ｵﾑﾂ・ﾊﾟｯﾄﾞの選び方、使い方～ 

      ＹＭＣＡサンホーム  施設ケア事業部 宮原学  

第

７

回 

１２月 1１日（土） 

14:00～15:30 

一緒に学ぼう!! 口腔ケア 

           はやし歯科     山根 清薫氏 

第

８

回 

１月 1４日（金） 

14:00～15:30 

転倒･骨折、今から予防!! 
 ～ＡＯＡ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ･ｵｰﾙﾀﾞｰ･ｱﾀﾞﾙﾂ)の取り組みより～ 

大阪ＹＭＣＡ ウエルネス事業部  宮本 修司

 

 

世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週  11 月 14 日～20 日  

世界のＹＭＣＡ／ＹＷＣＡが合同で祈祷週間をもっています。大阪ＹＭＣＡでは毎年大阪ＹＭＣＡ、大阪ＹＷ

ＣＡ、関西韓国ＹＭＣＡの３ＹＭＣＡが合同で集会を開催しております。今年は大阪ＹＷＣＡで下記の日時に

合同祈祷集会がもたれます。ご参加をお待ちしています。 

 

テ ー マ：世界に思いを馳せ、共に祈る集い「変革を導く～敵を愛しなさい～」 

日   時：２００４年１１月１６日（火）１８：３０～２０：３０ 

場   所：大阪 YWCA ３階ホール 〒530-0026 大阪市北区神山町 11-12 

奨   励：春名 康範牧師（神戸女学院中学部・高等部部長） 

 

   

     河内ワイズメンズクラブの皆様へ 
 

去る１０月８日～１２日の４泊５日の間、東ＹＭＣＡリーダー代表

として北海道での全国リーダー研修会に参加してきました。いま

だに自然が多く残る北の大地で、全国各地のＹＭＣＡユースリー

ダーと出会い、限られた時間を精一杯に使い、お互いの日頃抱いている熱い気持をぶっつけ合いました。そして、大

勢の新たな仲間が出来、涙あり、笑いありの充実した時間を過ごすことができました。そこで経験したことは、ＹＭＣＡ

ユースリーダーとしては勿論、僕の人生の中でも大きな物であったと感じています。このような機会を与えて下さり本当

に有り難うございました。大学の都合により本日のクラブ例会には参加出来なく、本当に申し訳なく思っています。今

後ともよろしくご指導をお願いいたします。 
東ＹＭＣＡ野外リーダー    松岡 佑将 

 

「忘れられていませんか？宮本です。」 
 

ご無沙汰しておりました。連絡主事の宮本です。去る９月の始めから、２ヶ月半にわたり、ＹＭＣＡ同盟主催のステッ

プⅡ研修に参加しております。ワイズの皆様や東ＹＭＣＡの仲間と離れて、こんなに長く研修するのも、これが最初で

最後かもしれませんが、元気に有意義な学びの時を持たせていただいております。この研修ですが、キリスト教の歴

史や概論、ＹＭＣＡの歴史、公益法人の法律、マネジメント、プログラム開発、さらにワイズの歴史と活動など等、幅広

い分野にわたり勉強しております。帰阪時には、グレードアップした？私をお見せできると思っております。（順調に修了

論文ができていればの話なんですが！） さて、１ヶ月は同盟の東山荘に入り、静岡県御殿場で絶景の富士山を眺めながら

講義を受け（実は富士登山もしてまいりました）、１ヶ月は在日韓国ＹＭＣＡホテルで、東京の人の多さに圧倒されながらもコ

テコテの大阪弁をしゃべくりながら講義を受けている状態でした。東Ｙの皆様やワイズの皆様に多大な迷惑をおかけし

ながらも、このような研修に出させていただいていることに感謝すると同時に、帰阪時には以前のように暖かく向かえい

ただければ幸いです。間もなく帰阪いたします。最後にこの研修中に起こった、台風と新潟中越地震により被災され

た方々の冥福と、早期の社会復帰を心より待ち望んで祈りいたします。東ＹＭＣＡも若きボランタリー精神の発揮する

時です。皆様のお力添えお待ちしております。                  
東ＹＭＣＡ所長 宮本 修司 
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「私の独り言」 

雑感いろいろ    岩坂 千種 
           
 いろいろ事情があってワイズの集いには、すっかり

ご無沙汰しております。 記録的な異常気象で猛暑

の夏と次々に襲ってくる台風さわぎ、それにも増して

耐えられないのはたびたび報じられる悲しい出来事

です。 幼児への虐待、メールのトラブルによる小学

生の同級生殺害、インターネットで募集した集団自殺、

養育放棄による餓死等々いったい世の中どうなって

いるのでしょう。 ＩＴ時代で、コンビューターやケイタ

イなしでは生きてゆけないような、錯覚に陥る時代で

す。けれども顔も見えない、声も聞こえないやりとりで

通信したり、買い物したり、交際したりするような生活

では人間の大切な情感は育たないでしょう。こんな貧

しい人間の世の中ですがそれでも季節に合わせ金

木犀の香りが漂い、庭先の草花は咲き乱れ、秋深ま

ると木々の紅葉に心慰められ、自然ってなんと美しい

のだろうと思います。家に居る時間の多い私にとって

近頃楽しいことは韓流ブーム。周りから冷やかされな

がら「冬のソナタ」を見終わり、今は「美しき日々」、

「チャングムの誓い」を楽しんでいます。 

そして勉強嫌いの私が、マルと棒で作られた世界

最高の人造文字といわれるハングルの習得に取り組

んでみようかと思っています。韓流に感謝の今日この

頃です。 

 

 

お知らせ 
阪和部合同メネットの集いへのお誘い 

 

晩秋の一日、皆様と共に和歌山の美しい海を見な

がら楽しく集うことが出来たらと思います。 

「出会うことから始めませんか」を合言葉に沢山のメ

ネットの皆さんの参加をお待ちしております。 

 

記 
 
日時 ２００４年１１月２７日（土） 

午前１１時～午後３時 
場所 和歌山マリーナシテー  

ポルトヨーロッパ内 「ラ・マルセイユ」 
TEL 073-448-1111 

会費 ５０００円 参加費と昼食代を含みます。 
ポルトヨーロッパ、黒潮市場、黒潮温泉な

どが楽しめます。 

 第８回 中西部メネット会の報告  
                   初田真佐子 

 

１０月２日（土）午後中西部会に先立って、中西部

合同メネット会が催されました。 

西日本区メネット事業主任 石

合昭子さん、アジア地域メネット

事業主任 藤井祥子さん、中西

部部長 松本武彦さんのそれ

ぞれのご挨拶に始まり、講演で

は（ＮＰＯ法人）奈良ＮＰＯセン

ター理事長 仲川順子氏による

「ちがいを豊かに ―多文化共

生を目指して― 」と題しての

お話がありました。日本には世

界各地約２００国から外国人が

来ています。その人たちのＳＯ

Ｓから支援活動を始められまし

た。講演の途中でチョットした

ゲームと写真を紹介しながら活

動の様子を話されました。１時

間の公演時間がァッ！と言う間に過ぎてしまいまし

た。 

お茶とお菓子と素晴らしいお話の充実したメネット会

でした。 

 
  

 

ＢＦ切手整理が行われました。 
  

10 月 9 日（土）1 時よりサンホーム喫茶ハーモニー

でＢＦの使用済み切手整理が行われました。途中約

1 時間、福祉公開講座へ出席の為中断しその後さら

に 1 時間ほど作業に励みました。 

未使用の切手発見の際、厳密な判定が下されるな

ど わいわいがやがやと楽しくかつ手際よく整理が進

みました。若干数残りましたが、7 時 30 分からのプロ

グラム＝ＹＭＣＡ演劇教室に移動するため 次の機

会に残すことにしました。 

 

 参加者；横田・笹川・嶌岡・芳澤・田中 

     一般から呉竹氏 以上 6 名 



 

 

 
HAPPY BIRTH DAY             WEDDING ANNIVERSARY 

山内たりほ １９？？年１１月 ８日生        佐古 至弘＆利 子夫妻 １１月 ２日 

初田  稔 １９４０年１１月２２日生        宮本 修司＆由 美夫妻 １１月１９日 

和田林杉江 １９？？年１１月２９日生        初田  稔＆真佐子夫妻 １１月２３日 

                           望月  強＆治 子夫妻 １１月２７日 

 

 日本区通年強調目標 Public Relations  
あなた自身がワイズメンであることに誇りを持ち、ワイズ活動で得た喜びをあなたの言葉で友人・知人に

広報してください。                       野田泰伸 広報事業主任（京都ウエスト） 

 西日本区強調月間  Public Relations  Wellness  
ワイズデーは地域社会を巻き込んで、ワイズ活動を PR するチャンスです。奉仕活動を通じて感じた事が、

自分自身にどう影響するか楽しみです。出来るだけ多くのゲストを誘ってください。そして体験から得た事

をお話してください。                      野田泰伸 広報事業主任（京都ウエスト） 

 

 

第１０回 
大阪ＹＭＣＡチャリティーラン ２００４ 
 

と き  ２００４年１１月７日（日） 

午前９時～正午 ＊雨天決行 

と こ ろ  万博公園（吹田市） 

集合場所  万博公園 鉄鋼館（入場料が必要） 

 

プログラム 

9:00  受付開始 

9:30～9:50 開会式 

10:00 スタート 

11:30～12:00 閉会式・抽選会 

 

駐車場について 

モノレール公園東口駅前に“東駐車場”があります。

一番近い駐車場ですご利用下さい。 

   利用時間 9:00-17:30 

      利用料金 1,200 円 

 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

クリスマス例会のご案内 
 
日 時 ２００４年１２月１２日（日） 

受付開始 ５時００分 
時間 午後５時３０分～８時３０分 

場 所 ＹＭＣＡ サンホーム 6F 
会 費 メン・メネット  ５０００円 

ゲスト・ビジター ５０００円 
リーダーＯＢ１ファミリー１０００円  
スタッフ・    １０００円 
ボランティアリーダー 無料 

 
オークションの献品をお願いします。 
売上の半額はクリスマス献金にいたします。 

 

 

 

  １１１１月月－－１１２２月月のの予予定定   

 

１１１１月月 
１１月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

１１月 ７日（日）チャリティラン 

万博公園 

１１月１３日（土）１４日（日） 

第２回西日本区役員会 ホテルクライトン 

１１月１６日（火）ＹＭＣＡ．ＹＷＣＡ合同祈祷会 

１１月１８日（木）第１例会 サンホーム 

１１月２０日（土）第２回評議会 

１１月２５日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

次期役員選考委員任命 

１１月２７日（土）阪和部合同メネット会 

 

１１２２月月 
１２月 １日（水）～１２月１２日（日） 

サンホームチャリティー写真展 

１２月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

１２月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

１２月１２日（日）クリスマス例会 サンホーム 

１２月１６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１２月２７日（月）ブリテン発送 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
 
＜霜月＞空気の中にはチョッピリ冬の気配。 

平成１６年の今年も終わりに近づいてきました。 

恒例のロビー展の PR 訪問が始まり、緊張感が生じてしま

い機転の利かない自分の弱さや劣等感、失敗を通して

「私って‥」と呟く。共に創ることに喜び感動する心の余

裕が必要なのに、何処か置き忘れしたのでしょうか。そん

な私情には関係なく河内クラブの活動は計画され運営さ

れていきます。                    （笹） 
 
 


