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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
永井 康雅（紀の川クラブ）
阪 和 部 標 語「The Right Choice」−良き 選択−
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】

１２月例会プログラム

ヨハネによる福音書 ３章１６節

「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」

生かされて・・・・
会長 初田稔
１３年前に胃癌の手術で胃を切除したのが始まり。
６年前には膀胱癌でＢＣＧ挿入と云う３９度の発熱を
伴う非常に苦しい治療を受けたのが２回目。
４年前には心筋梗塞で緊急入院し、５日間のＩＣＵ治
療室での治療を受けたのが３回目。
今回は２度目の膀胱腫瘍で前回と同じＢＣＧ挿入の
治療を受けました。これがオマケの４回目。
人は云う、私のことを「病気の百貨店」と。色々な病気をして、いつ、
どの病気で死んでも納得出来る病名である。憎まれっ子世にはびこる
とは私の事だろうか、いや 「私は生かされている」もう少し私にはする
事があるんだろう、しなければならない事が残っているのだろう。人生
途中で後ろ髪を引かれる思いでこの世を去っていく人も沢山います。
私は何をすれば良いのかははっきりしないが、生かされた命は無駄に
はすまい。残された年齢の中で。「人生 生きているだけで 丸儲け」
朝ドラの影響か？。ただ 人に迷惑を掛けないで生きていたい。
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１１月例会報告
２００４年１１月１８日（木）１８:３０〜２０:３０
― サンホーム 6 階 −

記録 新本英二

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、笹川、・
メネット
初田、望月、
ゲスト＆ビジター
今井利子（なかのしま）、吉田全孝（サウス）、嶋岡律雄（ゲスト）
小林理子・山本優子・斉藤智枝・橋詰智章（dolcezza）

以上

22 名

初田会長挨拶
の後、望月特別
委員長より阪和
部次次期部長選考について経過報告があり、田中惟介
直前会長を推薦したい旨発表があった。全員異議なく
これを承認した。従って初田会長は１１月２０日開催の
阪和部第２回評議会に次次期部長に大阪河内クラブよ
り田中惟介君を推薦する。

が、リコーダーに音階をあわせてくださった。最初イング
ランド民謡 埴生の宿 が私たちの心にすっと入ってき
た。この曲は古くより日本に紹介されてきたものだ。讃美
歌第２編１４７番に収録されている。由木 康訳の歌詞を
参考に掲載する
１ こがねの城を 経めぐるとも、
我が家にまさる 住まいはなし。
したしきおもわ 浮かぶところ、
我が家のほかに あるべきかは。
（くりかえし）
ホーム・ホーム
スウィート・スウィート・ホーム
めぐみあふるる 愛の家よ
愛の挨拶 パパパ と
曲はすすみ、Ｇ線上のア
リアで音色は澄みとおっ
て、会場に「至福の時」が
流れた。コンドルは飛ん
でいく で演奏は終わっ
たが、アンコールに故郷の合唱が響いた。
私たちに「至福の時」を与えてくださった、アンサンブル
dolcezza のみなさん有難う。拍手の中に例会は閉会し
た。

２００５年新年合同例会について、中西部なかのしま
クラブと阪和部大阪河内クラブで準備進行中であるが、
２００５年１月８日開催する。全員参加予定。

２００５年１１月１３日開催の大阪河内クラブ創立３０周
年記念会は最初大阪市中之島公会堂を予定していた
が順番がとれず、大阪市上本町９丁目大阪国際センタ
ーに会場を変更する、
１１月例会は芸術の秋、
音楽の秋を味わいたくア
ン サ ン ブ ル dolcezza
（至福の意）の方々を、お
招きしました。小林理子
さんの主宰するこのグル
ープは河内クラブの例会に特別編成された若手の名手
−２−

望月ご夫妻結婚記念日おめでとうございます。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語論（１１月例会）

記録 芳澤伸之

山内 家内の誕生祝いと私の分とにこ
にこへ入れさせて頂きます。心洗われる
素敵な演奏、ありがとうございました。
嶌岡
リコーダーにこ
んなに種類があるなんて
知りませんで、音楽音痴なもんで、色々
な楽器を見せて頂いてありがとうござい
ました。吹く時にかなり肺活量いるんで
すか？（ゲスト）かなり重労働ですね。 ああ そうですか やっ
ぱりいるんですね！すみません へへへへ
初田メ 今日は至福の時をありがとうご
ざいました。誕生祝い！？いや違う
わ！？ （笑） 結婚祝い早速使わせて頂き
ます。笛を吹ける人はいいなぁと、自分も
吹きたいなあと思うんですけど、よう「ホ
ラ」も吹けませんので ハハハハ 吹けるようになりたいと
思います。
望月メ 今日はいい音楽を聞かせて頂きまして心洗わ
れました。ありがとうございました。又、結婚祝いも頂きま
し て 無 事 38 年 も ち ま し た ん で （ 笑 ） ま た 宜 し く お 願
いします。
望月 今日はボージョレーヌーボーが着きました。丁
度結婚記念日で、あれは早く飲まんとあかんらしい！
（外野）飲みに行こう！！（爆笑） いつでも歓迎致します。本
当はこう言うと酒飲みみたいですけど、最近よう飲みま
せん。
佐古 いい曲を聞かせて頂きましてあ
りがとうございました。老健やデイサービ
スによく行くんですけど、皆お年寄りに
音楽を聞かせていますが昔の歌ばかり
で、今日のような音楽を聞くのは珍しい
ことでございます。ありがとうございました。
増石 先週私の第二のふるさと、京都
の国民学校の同窓会がありました。（ヘ
エ-!）学校はないんですが何故か塀だ
け残してくれてまして、見たとたん学校
や！と思いました。鴨川の水がもの凄く
きれいになっています。サギがいる！カモがいる！昔を
偲んできました。
岩坂 今日は笹川さんのお友達の嶋
岡さんとお知り合いになれて、ありがと
うございました。同じ嶋岡でも「字」が
チョッと違うだけで、これだけ品性が違
うのかなぁ ハハハハ （一同大爆笑） チ
ャリティーランでみごと二等に当たりま
して、一万円の商品券を頂きました。これを来月のクリス
マスのオークションにかけて、新本さんに 2 万円くらいで
買ってもらいたいなぁと思っておりますので、皆さん何卒
ご声援をお願い致します。
（新本氏；時の人 どうぞ）

田中 サギが出て次にトキ（時）が出ましたけど（笑）私吹
けるの「ホラ」くらい言おうと思ってましたら先に言われま
して、ちょっと動揺しています。最近あちこちに熊が出て
いますが、私の家の裏からタヌキが出てきまして、自然
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がおかしいんじゃないかなぁと気がしています。タヌキは
凄く可愛くて、バッチリ目が合いまして思わず仲間かな
ぁとお腹を比べたりなんかしてみました。
笹川 二人の子供たちのリコーダーに
付き合ったことがあります。やっぱりほ
めることネ！「上手上手とか今のテン
ポはおかしいよ！？」とか褒め上げる
とリコーダーが好きになって、それから
ピアノが好きになって、今ピアノの先
生になっています。その縁で今日は生徒さんに来てもら
っています。
嶋岡 はじめまして嶋岡です。同じ嶋
岡でも多分上に山がある方が偉いと
思います。笹川さんの娘さんからピア
ノを習ってるんですが、なかなかホメ
上手で一生懸命頑張っている最中で
す。その内皆さんにご披露したいなぁ
と思っております。（拍手）（外野）そこにオルガンありますよー！
まだ習いたてやから・・・・失礼します
吉田 サウスの吉田です。リコーダー
って子供がランドセルの横にさすイメ
ージしか湧かなかったんですが、尺
八みたいなデッカイのがあったりでビ
ックリしています。♪コンドルは飛んで
いく♪よかったなぁ〜 私事ですが実
は夏に身体をダウンさせていました。河内クラブのブリテ
ンを読んでいますと、毎月のようにＭＲＩだとかの話題で
心配しておりましたが、私自身もこの夏２回ＭＲＩの検査
をしました。先日のＥＭＣでＭＲＩクラブを作ったらどうか
なぁ・・・と（笑笑笑） それだけクラブのメンバーも高齢化
なっているんかなぁと思っています。（皆を指差して「ＭＲＩ受
診しましたよネ！仲間です！」）

今井 私も音楽が大好きで、河内長野
でお母さんコーラスを約 40 年前に作り
ました。しばらくお休みしましたがリタイ
ヤした今、またコーラスを始めています。
年がいって昔ほど声は出ませんが、や
っぱり音楽は楽しいです！死ぬまで
歌いたいと思っています。（拍手）
芳澤 私も小学校の頃はひじょうにリコー
ダーが得意だったんです。よく試験があ
りまして、前の晩は母親から特訓を受け
９５点以上は取っていました。次回はこの
メンバーに加えて頂いて、メンバーの名
前を♪エライコッチャ♪と云うやつで（笑）ひとつお願い
致します。
初田 今月の１日に検査の最後の結果が出まして、白
丸でございました。（拍手！拍手） ４回目のオマケの病
状も無事済みましたんで、会長が終わる来年の６月まで
は多分持つだろうと思っています。ご心配をおかけしま
した。私たちも今月で３９回目の結婚記念日を迎えます。
今月は誕生日と結婚記念日のダブルでお祝いをいただ
きました。何故に誕生日と結婚記念日が続いているの
かとのご質問ですが、色々と事情がございまして詳しく
は後日に。今は孫四人に囲まれ、毎日を楽しく元気に
過ごしております。

−３−

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 １２月報
にこにこ語録

（敬称略）

横田 新年合同例会が始まる前に、音
楽を流したいなぁと思いまして♪フィン
ランディア♪を毎日聞いています。この
歌はワイズの〜いざ立て〜とチョッとテ
ンポが違います。一度きれいなコーラス
の静かな音楽を聴いて頂きたいと思っております。皆様
のご出席を宜しくお願い致します。（拍手）
新本 アンサンブルの皆様ありがとうご
ざいました。今日女房が母の１７回忌
で鳥取県まで連れて行って、私はこち
らに帰ってきました。それで少し時間ぎ
りぎりになりました。
大谷 リコーダーの
演奏始めて聞かせて頂いて、ありがと
うございました。又、このワイズのメンバ
ーのために演奏して頂くのは贅沢なこ
とだったんだなぁと思いました。
（ゲスト）
小林 今日は呼んで頂きましてありが
とうございました。楽しい皆さんだなぁ
ーと今になって分かったのはおしいか
なぁ・・・・：時の人；田中さん覚えてしま
いました。本当に良い機会を頂きあり
がとうございました。
橋詰
山本
ありがとうございました！
斉藤
本日のニコニコは１８３００円でした。ご協力に感謝
します。

11 月 14 日（日）奈良 YMCA 国際協力街頭募金の
お手伝いに行って参りました。
寒い中子供たちの力強い掛け声で、例年以上の
募金が集まりました。
感謝
芳澤伸之

１２月例会オークション用
献品のお願い
１２月のクリスマス例会には恒例のオーク
ションを行います。各自１〜２点の献品を
お願いいたします。
例会当日でも結構ですが、ついでがあれば
なるべく早くサンホームまでご持参下さい。

−４−

第３０期 第６回役員会

記録 芳澤伸之

２００４年１１月２５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 ＥＭＣ−Ｍ

出席者 初田・宮本・嶌岡・笹川・増石・丸尾・望月・横田・
芳澤・田中・佐古

１２月例会
１２月１２日（日）・サンホーム
担当：Ｂ班 伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・大薮・
山内・正野

例会役割分担
司会 １部 笹川君 ２部 山内君 ３部 宮本君
聖句朗読
食膳感謝
食事手配 芳澤君
オークション担当 Ｂ班

次月ブリテン原稿
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム(私の独り言)
こーひーぶれいく
オークション集計

初田 稔君
山内信三君
宮本修司君
嶌岡正明君
大薮暢子さん
宮本修司君
横田憲子君

審議事項・連絡事項
★ １２月例会プログラム検討・
リーダー「劇」・タップダンス・メネットコーラスなど
オークション献品依頼・会費の領収書作成
★ 新年合同例会について
各クラブ訪問 経過報告・現在の参加予定名簿・
準備するもの
★ １月例会について １月２０日（木）に行う
★ ３０周年について
会場の決定・参加費など
２００５年 １１月１３日（土） 国際交流センター
★ サンホームロビー展・
各クラブ訪問 経過報告・展示準備・
★ 次次期部長の選出について
田中メンの受諾承認・クラブの支援について
次期阪和部主査選出の件 芳澤伸之君に決定
★ 次期役員選考委員の指名 幹事と直前会長（長）
★ 次期役員立候補の公示 ブリテンに同送
★ 第２回部評議会 １１月２０日（土）南ＹＭＣＡ
★ 阪和部合同メネット会 １１月２７日（土）
和歌山マリーナシティー
★ クリスマス街頭募金の取り組み
１２月５日と１２月１１日に行う。
★ 和歌山クラブ５５周年 １２月４日（土）
参加者 望月・増石・横田・初田

大阪河内ワイズメンズクラブ
紀の川クラブ例会に参加して

２００４年 １２月報

奈良クラブ例会に参加して
横田憲子

１１月６日
（土）１８：３
０〜２１：００
チャリティ
ーラン前日
初 田 ・ 芳
澤・笹川・
横田の４人
そしてスタッフの中久木さんも同乗して出席することが
出来ました。
永井部長の司会で１１月例会が始まり ゲストスピーカ
ーはクラブメンで建築設計士の生駒義範さんによる｢地
震にそなえよう！！｣という 時機に叶ったお話を聞かせ
ていただきました。２時間半の例会は 諸報告を詳しく
出来るなと思いました。そして ファンドアワーでは 森
下メン手作りのみそとこんにゃくの販売がありました．最
後に新年例会の出席名簿をいただき ご丁寧にお見送
りありがとう御座いました。

ヴェクセルクラブ例会に参加して
芳澤伸之
11 月 12 日（金）大阪ヴェク
セルクラブの例会に、初田会
長・笹川メンと訪問致しまし
た。
本田会長から熱烈なる勧
誘もあり、久しぶりにワクワクし
ながら行ってきました。
ゲストスピーチは「自然観察入門」と題し（みのお山自
然の会）の本多様のお話しでした。心温まる口調の中か
ら抜粋させて頂きます。
『自然って とっても
素晴らしい。とっても恐
ろしい。無かったら息が
できない。無かったら食
べてゆけない。僕らを
生かしてくれる ゆりか
ご』

田中惟介
１１月１３日（土）３年
前 に 我が ク ラブ で お
話頂き、別の機会に
はサリーを着せてい
ただいた是枝律子さ
んが卓話されるという
ご案内を杉浦直前部
長から頂き 初田会
長と奈良クラブ１１月
例会に参加しました。相変わらずお元気で来年早々に
又訪印されるそうです。
例会は林会長の標語通り
明るく！！楽しく！！面白
い！！ものでした。若干メン
バー減少があったようですが
クラブの底力を発揮され活性
化される方向が確固としてあ
る様子が読み取れ見習うべ
き点が多くあると思いました。
ロビー展の案内と新
年 合 同例 会の ア ピ ー
ルにも好意的な反応を
頂きよい気分で帰途に
つきました。
東花園にお住まい
の是枝氏を初田会長
がお送りすることなり、
私も同乗し車中楽しく
お話がはずんだことも
付記しておきます。

なかのしまクラブ例会に参加して
笹川桂子
今月の聖書探求に興味を持ち、三度目
の訪問を致しました。とてもよく準備され
た協働作業により楽しく且つ真剣に聖書入門の体験で
した。内容はルカによる福音書にある「善いサマリア人」
の引用。喩え話の中に人が持つ 良心 についての学
びです。良心に基準はつけられないけれど、鋭い良心
を持つ人と鈍い良心を持つ人とでは聖書の持つ言葉の
迫り方が違う事を知りました。試練を歩く私に気付きを得
る貴重な機会を頂き、この企画をされた皆様に心から感
謝申し上げます。

−５−

大阪河内ワイズメンズクラブ
第１０回チャリティーラン報告

２００４年 １２月報
阪和部評議会の報告

記録 初田 稔

１１月７日
（日）に第１０
回チャリティ
ーランが万博
公園で開催さ
れました。早
朝の６時３０分
サンホームに
集合で出発しました。約３０分足らずで現場に到着し、
色々と指示を受けて作業の開始。河内クラブはコースの
周辺と駅からの目印に幟を設置する役で、早速紐と幟
を持って作業をはじめました。
競技は時間通りに始まり、大勢の声援を受けながらラン
ナーは走り出しました。素晴らしいスピードで走るランナ
ー、衣装に凝って足元も覚束ないランナー、チビッ子ラ
ンナーなどそれぞれ楽しい微笑ましい走者です。
望月君もスペシャルオリ
ンピックスの伴走者とし
てコースを３周ほど走っ
ていました。東大阪関係
は残念ながら入賞する
ことは出来ませんでした
が、コスチューム賞を獲
得しました。毎年この賞は獲
得しているようで、本来の走
ることよりこの賞に重点を置
いているように思えますが？。
表彰式も終わり、大阪ＹＭＣ
Ａ総主事に３，０４８，０００円
が渡され、感謝の言葉があり
ました。後は抽選会が行わ
れ、残念ながら今年は一等が当たりませんでした。しか
し、２等賞はがっちりとゲット。お昼は美味しいお握りを
皆とワイワイ言いながら芝生の上で食べました。

１１月２０日（土）南ＹＭＣＡ
にて阪和部評議会が開催さ
れました。
永井部長の開会点鐘に続い
て第２回西日本区役員会の
報告と第２回主査会の報告
があり、続いて事業主査報告
があり、更に続いて会長の活動報告が発表されました。

小休止のあと、前年度の阪和部決算報告がされ、監査
の結果適正であると承認されました。
次次期部長の立候補並びに部長推薦が発表され、次
次期部長には河内クラブの田中惟
介君が承認されました。次次期の
ご活躍を期待します。
恵美奈次期部長から来期の体制
への準備として三役に書記は小池
氏、会計に藤村氏、事務長に朴氏
をお願いす
る旨の発表がありました。
河内クラブからの次期の主査とし
て、役員会で芳澤伸之君にお願
いすることが決定し、次期一年間
のご奉仕をしていただくことになり
ました。

参加者 初田・望月・田中・増石・横田・正野

ＢＦ切手整理御礼

河内クラブの参加者
望月・田中・初田・嶌岡・丸尾・横田 以上６名でした

−６−

ファンド委員 横田憲子
１０月から１１月に掛けまして 喫茶ハーモニーでの古
切手整理はクラブ以外の方がたにもご協力を得て 作
業が終わりました。ありがとう御座います。まだ ３月まで
時間が有りますので、また古切手を集めて お持ちいた
だきますように御願いいたします。芳澤メン・笹川メンに
は毎土曜日 作業をしながらいろんな方に広めていた
だきました。感謝でございます。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 １２月報

Ｃｏｆｆｅｅ
Ｂｒｅａｋ
望月 強
いらっしゃいませ！！
ようこそ、望月様、鈴木様
ごゆっくり御くつろぎを。

次の何かを得ようとすれば何かを捨てなくては
ケチな性分で、何でも溜め込んでしまう性分で、私の
机の上は物で一杯です。机の上のだけでは足らず、隣
のテーブルの上まで一杯でテーブルの生地も見えない
ありさまです。
パソコンの前も物で一杯でキーボードだけがやっと打て

る程度空いています。マウスにいたっては、何かにぶつ
かりガチャガチャ音をならしながら操作しています。今は
新しいものが入ってくると何かが追い出される状態です、
得てして必要であったものが捨てられたりしてしまいま
す。平素より残す物と捨てる物をよく整理しておけば良
いのですが、いざ捨てようとすると必要に思えてくるから
不思議です。
仕事においてもこの事が当てはまります。会社でもクラ
ブでもそうですが、この仕事は私にしか出来ないと思い
込み、それをやり続けることがあります。思い切って手放
すと私のやり方と違った方法で、他の人が立派に機能
を果たしている。私にしか出来ないと思っていたことが
恥ずかしくなる事が多いです。そして、一方で私自身そ
の事について客観的な見方が出来て、新しい一歩が踏
み出せることがあります。失った時がチャンスかも知れな
い、６５歳を過ぎ歳に応じた、新しい挑戦をしたいと思っ
ています。

もう一人のお客様ウェルネス会員保護者の鈴木貴子様をお迎えしました。
息子が大阪東 YMCA ウェルネスの会員になり、早２年が過ぎました。初めて野外活動や剣道教室
に参加した頃は、まだ５歳になったばかり。大丈夫かな？と心配しつつ、本人が「やってみたい！」と言
い出したことなので、お世話になることに決めました。 予想どおり、剣道教室も最初の頃は「しんど
い！叱られたから、休もうかな〜？」と ネガティブな言葉ばかり。それが、小学１年生となった現在、毎
週金曜日の剣道が楽しみで仕方のない様子です。
これもひとえに根気強くご指導いただいた土屋先生や リーダーのおかげと感謝の気持ちで、一杯になります。技
術的な指導だけでなく、心の交流がＹＭＣA の魅力なのでしょう。稽古前にはいつもリーダーにまとわり ついて遊び、
終了後は先生と手をつないで駅まで一緒に帰ります。こうした何気ない交流がひとりっ子の息子にとっては貴重な体
験になっています。
キャンプでは同年代の子供達と寝食を共にし、テレビやおもちゃのない自然の中で思いっきり遊ぶ。このような体験
も現在の子供を取り巻く環境では、なかなか経験することのできないことです。家族や親しい友達と行く
のではなく、YMCA で知り合った子供達やリーダーと過ごすことによって協調性も養われます。
キャンプ帰宅後に「ちゃんとみんなと仲良くしてた？自分のことは自分でした？」等と私が聞くと、「当
たり前やん！せえへん かったらみんなの迷惑なるやん。」「みんなで作ったカレーが美味しすぎて３回も
おかわりしてん！」「今度はお父さんと一緒に阿南に行きたい。カヤックの漕ぎ方教えてあげる！」といっ
た返事が。こうした活動に参加して数年ですが、確実に成長していく息子の姿を見て、YMCA にお世話
になって本当に良かったと実感しています。
次回は宮本修司様です。ご期待ください。

１２月例会担当班 B グループ
１２月１２日（日）
準備の為に３時３０分に集合して下さい。
伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・大薮・山内・正野
−７−

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００４年 12 月報

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
転倒･骨折、今から予防!!
１月 1４日（金）
八
〜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〜
14:00〜15:30
回
大阪ＹＭＣＡ ウエルネス事業部
第
今のうちに聞いておこう!! 介護食編
２月１２日（土）
九
〜家庭でできる、きざみ食･軟食･とろみ食〜
14:00〜15:30
回
ＹＭＣＡサンホーム 食生活創造室 主任
第
3 月１１日（金）
財産と権利を守る!! 〜成年後見制度を知ろう〜
十
14:00〜15:30
東大阪市健康福祉部
回

宮本 修司

堂本 隆子

特養お餅つき＆居酒屋
12 月 26 日（日）「お餅つき」、14 時〜16 時、「居酒屋」18 時 30 分〜20 時
お正月を迎える前の年中行事、楽しくお餅つきをしましょう。

年末年始休業
12 月 31 日（金）〜1 月 3 日（月）
上記の期間デイサービスセンター、ヘルパーステーション、ケアプランセンターは年末年始のお休みをいただき
ます。特養、ショートステイのお休みはありません。

クリスマス献金街頭募金
12 月 ５日（日） 16 時〜18 時
八戸ﾉ里駅前予定
12 月 11 日（土） 16 時〜18 時
八戸ﾉ里駅前予定
東ＹＭＣＡ会員（子ども・成人）でクリスマス献金の街頭募金を行ないます。ご協力をお願いいたします。

クリスマス献金のお願い
東ＹＭＣＡでは今年度下記のプログラムへの支援をしていただいております。
来年のプログラム実施のためにもご協力をよろしくお願いいたします。
2004 年度東ＹＭＣＡクリスマス献金プロジェクト
地域の高齢者のためのプログラム（ふれあいサロン）
障がい者(児)の外出支援（レインボークラブ）
2004 年度東ＹＭＣＡクリスマス献金目標額
７００，０００円
河内ワイズメンズクラブとしては、「東ＹＭＣＡまつりの売上金」「サンホームロビー展への出展料」「クリスマス例会
でのオークションの売上金の半額」をクリスマス献金としてご協力いただいております。

これからも頑張ります！
秋の行事も多くの方々とともに実施することができました。 じゃ
がいも販売では、コンテナからの搬入から販売までワイスの方々
のお力で、会員の方や近隣の方に秋の収穫をお分けすることができました。 五百石公園にて実施した東ＹＭＣＡま
つりには、昨年以上に近隣の子どもたちを交えての楽しい一日を過ごすことができました。 模擬店、体験コーナーで
はリーダーやワイズ、保護者の有志の献身的な働きで来てくださった方々に満足いただけたと思います。 東ＹＭＣＡ
が地域の中にあり、地域の方々を巻き込みながら活動をおこなっていることの表れを随所に見ることができました。今
後はさらに多くの方々がＹＭＣＡのよき理解者、協力者になっていただけるようＹＭＣＡの諸活動を紹介し、ともに取り
組んでいくことを大切にしていきたいと思います。 まもなくクリスマス会やスキーキャンプ等の冬期プログラムの準備に
入りますが、ＹＭＣＡのプログラムを通して多くの参加者にＹＭＣＡのプログラムの楽しさや活動の意義を伝えられるよ
うに、チーム一丸となってがんばっていきます。
ウエルネス 浅井 利崇

‑８‑

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー ２００４年 １２月報

連載ＮＯ ３

「私の独り言」
恋人に会いに
大谷美佐子
あたたかな休日の朝です。
出かけたくなり孫とドライブ。
私の大好きな恋人（？）に会いに行こうとウキウキした気
分で車を走らす。
西の京へ―――
優しいまなざし、しなやかな指先、なんと美しいお姿でし
よう。
「久し振りに会えましたね、お元気でしたか
私は幸せな日々を過ごしています。安心してね」とそっ
とささやく。
その時孫が オシッコー
あ〜 がっかり 恋人へのお話もおしまい。

食後は西日本区石合昭子メネット主任よるお話とビ
デオ「スペシャルオリンピックス」を鑑賞しました。
続いてアジア地域メネット主任の藤井祥子様より
「STOP! HIV/AIDS」についてのお話を頂き、講演
は和歌山日赤病院泌尿器科副部長の
金岡俊雄先生によるパワーポイント
を使用したお話で、色々なデータを
写しての説明は非常に理解しやすく、
またとても怖い AIDS のお話でした。
世界の感染者は 4000 万人、日本
でも、最近は男性の感染者が急増しているとの事で
す。ワクチンの開発は当分期待できない、薬は９５%
の確立で飲み続けなければ耐性ウイルスが出来てし
まう等、潜伏期間が大変長いのが特徴で、特に若い
人達に気をつけて欲しいとの事です。
永井メネット主査による素晴らしいご挨拶と点鐘
により閉会しました。
色々なお土産を頂き、黒潮市場で沢山の買い物を
して、帰りは横田さんも一緒に賑やかに帰路につき
ました。しかし４クラブの欠席は淋しいですね。
紀の川クラブの皆様有り難うございました。

さて、孫の好きなハンバーガーでも食べて帰ろうか。色
気の無いお話です。
おわり

第８回 阪和部合同メネット会の報告
初田真佐子

２００４年１１月２７日（土） 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」

参加者
望月・横田・笹川・初田 各メン
伊藤・望月・初田 各メネット

昨夜来の強風と雨も上がり、少し肌寒い当日とな
りました。河内クラブの参加者 6 人は望月メンの車
に乗り合わせて出発です。久し振りの伊藤メネット
も加わり、ワイワイガヤガヤと喋っている間に会場
へ着きました。早すぎて紀の川クラブの方が幟をも
って案内場所に立たれる前に到着してしまいました。
少し時間調節をして会場へ入りました。
第 1 部は来賓のご挨拶と紹介、事
業報告並びに各クラブの活動報告が
ありました。
第 2 部は永井阪和部長のご挨拶とシ
ャンパンによる乾杯の発声で始まる
フランス料理のフルコースでした。
慣れないナイフとフォークを使いながらの食事でし
たが美味しく頂きました。

ご報告
西日本区メネット会への支援金
西日本区メネット会への支援金を下記の通りおさ
めました。ご報告いたします。

記
● 国際プロジェクト
５０００円
● 国内プロジェクト
１００００円
ＳＰオリンピックス日本
ＳＴＯＰ！ ＨＩＶ／ＡＩＤＳ
● ＩＤ（国際主任）支援 ２０００円
● ＲＳＤ（区主任）支援 ３０００円

−９−

Ｙ s Ｍｅｎ Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ

HAPPY BIRTH DAY
笹川
横田

桂子
允宏

December ２００４

WEDDING ANNIVERSARY

１９４４年１２月１３日生
１９４３年１２月２５日生

大藪

日本区通年強調目標

芳教＆暢

子夫妻

１２月１７日

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

EMC-M

EMC-M(会員増強)です。委員会活動を活発化し、楽しい例会、充実ある例会で会員増強に努力しましょう。
松岡 義隆 EMC 事業主任（長浜クラブ）

クリスマス例会の
ご案内
日

時

場
会

所
費

１２月−１月の予定
１２月

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
ＹＭＣＡ サンホーム 6F
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。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

阪和部・中西部合同
新年例会のご案内
２００５年１月８日（土）
２時３０分〜５時３０分
場所 土佐堀ＹＭＣＡ ２階大ホール
会費 ￥５，０００．−

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 ５日（日）奈良大仏マラソン
１２月 ５日（日）クリスマス街頭募金
16 時〜18 時

八戸ﾉ里駅前予定

１２月１１日（土）クリスマス街頭募金
16 時〜18 時

八戸ﾉ里駅前予定

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

１ 月 ２ ００５ 年
１月 ８日（土）新年合同例会
土佐堀ＹＭＣＡ
１月 ９日(日)〜１０日（月）次期役員研修会
六甲ＹＭＣＡ
１月２０日（日）例会 サンホーム
１月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

日時

新しい夜明けを迎え
心地よい風をほほに感じ
美しい音色に身をゆだねるのは

ＤＯ

語り、歌い、
そして一つの輪になって
あしたのちからにしよう！
―１０―

Wind

From

Kawachi

〜酒を煮る家の女房ちょっとほれた〜 蕪村
亡父の口ずさんだ俳句に、こんな小さな平凡さが
日々当たり前だった家族風景を思い出します。他クラブ
ブリテンのニュースチャンネルにプッシュすると様々な
活動が、頑張りが見ることが出来ました。自分の幸せだ
けでなく多くの人々の幸せを願ってセカンドハンドが差
し伸べられています。今もう一度、つつが無く暮らせる
日々の大切さを思うのです。
（笹）

