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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】

マタイによる福音書 28 章 20 節

「わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる。」

４月例会プログラム
４月２１日（木）サンホーム６Ｆ

「新しい明日に向かって・・・・」
会長 初田稔
２月例会で次期の役員が決まり、３月には次期役員研修
会が六甲 YMCA で行われ、次期に向かって着々と準備が
進んでいます。今からが次期の役員にとっては不安と心配
もあると思いますが、色々と構想を練ったりこれからのクラブ
運営についての抱負が沸いてきて一番充実した期間では
ないでしようか。
何事においてもスタートをするまでが一番大切な期間だ
と思います。充分に吟味して計画し、体調に留意して一年間のご奉仕をよろし
くお願いいたします。
現役員や事業委員長は残り少なくなった任期に焦りはないですか、期首の
予定はクリアされましたか、期末には胸を張って事業活動の報告が出来ます
ようにお願いしておきます。
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４月例会担当班
会者定離 ４月になりますとボランティアリーダーの卒業やスタッフの転勤な
ど今まで親しくしてきた方々との別れがあります。別れることは寂しいことです
が、新しい明日に向かって進む彼らに期待と祝福を贈りたいと思います。
又会う日まで、かみのまもり、汝が身を離れざれ・・・
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B グループ
伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・
大薮・山内・正野
準備の為に６時に集合して下さい。

書き損じハガキ
３月分
0円
累
計
3,04０円

にこにこファンド
３月分
23,000 円
累
計
154,750 円

％に訂正いたします。
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３月例会報告
２００5 年３月１７日（木）１８:３０〜２０:３０
記録 増石広之
― サンホーム 6 階 −
１０分の１になり人間より総重量が少なくなっている等、
出席者(敬称略)
メン 初田・岩坂・佐古・新本・嶌岡・田中・望月・増石・横田・
の現象をスライドと共に説明頂き、原因の一番に人為的
芳澤・正野・笹川・宮本・丸尾・伊藤・藤井・
な物があり、国連の３つの報告書を読んで欲しい。地球
メネット 伊藤・初田・望月・新本・大谷・
の歴史のうちで、４６億年経ったいまが一番良い状況な
ゲスト＆ビジター
ので、CO２を抑えて守っていきたい。日本の値は悪いほ
今井利子（なかのしま）、工藤義正・奥田時夫（土佐堀クラブ）、
うでもっと温暖化の減少に努力しなくてはいけない。エ
永井康雅阪和部部長・松本守生・永井由紀子（紀の川クラブ）
コロジーがピンチである。
岩本智之(ゲストスピーカー)、浅井利崇(スタツフ)
その他のスケジュールは別の項目でお確かめ下さい。
以上 ２９名
２００５年３月１７日(木)出席者 メン メ
ネット ゲスト・ビジター計２９名。岩坂君
の司会で定刻に開会。

今月は、永井部長の２回目の公式訪問で、松本書記、
永井メネット主査とおいで頂きました。阪和部を元気に
楽しくするために努力されているお話で、河内クラブを
激励してくださいました。初田会長より、花粉症に気を
付けるように、また次期役員研修会、区大会の申し込み、
そしてクラブの事業委員の依頼があれば、断らずに受
けるよう依頼がありました。今年の YMCA のリーダーは５
名の卒業があり、２名が挨拶に来てくれました。
YMCA の 人 事
異動で、嶌岡施設
長 が 奈 良 YMCA
総主事として、浅
井スタッフが枚方
YMCA へそれぞれ
栄転です。
３０周年記念例会実行委員長より、ワイズを広く知らし
め、ワイズ以外の人も沢山来てもらって命の尊さ認識し
てもらう。人集めは名より実をも考えに入れた呼びかけも
する。と話があり実施に向けて熱を帯びてきた。メネット
会長よりは３０周年のお手伝いも頑張ります、そして次期
メネット会長は大谷さんが受けて下さいましたと報告が
ありました。
続いて本日のメインスピーチ
「異常気象はなぜ?」のゲストス
ピーカー岩本先生を奥田さんよ
りご紹介頂き、地球の気象の変
化、２年前のヨーロッパの高温、
日本の冷夏、氷河や雨の降り
方の変化、ケラマの珊瑚の死、
南極の水温の上昇でオキアミが
−２−

誕生、結婚祝も
頂き。ニコニコは
吉澤、大谷のコ
ンビで廻って２３，
０００円でした。
YMCA の歌を歌
って、時間通り
に会長の閉会点
鐘となりました。
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にこにこ語録

３月例会

（敬称略）

岩 坂 岩 本先 生 、 今
日は好い話しを有り
難うございました。
・・・・もうよろしいんです
か?・・・

正野 ご飯に間に合
うように来られて喜ん
でい ま す 。 家に帰っ
て作るのも大変なん
で・・・・・
・・・・結構真面目に食事を作っているようで
す・・・・・

新本 先日に所用で
郷里に帰ったんで
すが、６００ｍの山の
上に直径７０ｍの風
車が出来ていてびっ
くりしました。大変大きなもので山の
裾からも良く見えます。旧村の全て
の電気量を産出しているようです。
望月 今日は気象の
話や環境の話をお聞
きしましてこの学問が
こんなに面白いもの
かと驚きました。少し
勉強してみたくなりました。
田中 普通は雨の日
は天気が悪いと云い
ますが、私も花粉症
で３０年近く苦しんで
います。今日のよう
な雨降りの天気は本当に良いお天
気です。マスク無しで過ごせます。
笹川 排気ガスを一
杯振りまいてアッチコ
ッチへ行っていますが
とても心を痛めていま
す。しかし、車は私の
足ですので使わして貰っています。
ゴメンナサイ。
今井 (なかましま) 私は
去年に続いて環境
家計簿をつけていま
す。水道の水は鉛
筆の太さにして、ジャーとは出さな
い。その他全ての事に注意してい
ますが、これが皆に広がれば良い
なと思っています。
・・・最後のお言葉になるかも知れません嶌
岡さんお願いします。(笑い)・・・

嶌岡 今を生きるだ
けでなく地球の将来
を考えないといけな
い事を痛感いたしま
した。

宮本 田中さんにと
っては今日はとても
良い天気だそうです
が、YMCA のウエル
ネスにとってはサッ
カーのクラスが中止になるので大敵
です。
藤井 我が家にも１
名花粉症の人がお
りまして、毎日大きな
ヘリコプターで花粉
を飛ばせば早く終る
と云っています。目覚まし無しで毎
日起されています。
望月メ 私も４〜５
年前から花粉症に
なっています。今年
は大変ひどいと聞き
ましたので早くから
医者に行って薬を飲んでいます。
もっと太陽熱を利用して少しでも地
球に良い環境作りが出来ればと思
います。
初田メ 主人が毎
日家に居るようにな
りまして、ストーブは
点け、ホットカーペッ
トは点け、エアコンも
点け、さらに電気は遅くまで点けて
と環境に悪いことばかりをしている
んじゃないかと思っています。申し
訳ありません(笑い)
新本メ 遠くから来
て頂きまして有り難う
ございました。
伊藤 これは家内の
分です。コメントはな
にもありません。・・・伊藤さんは何かあり
もう今日決心したん
ませんか・・・・
ですけど冷暖房は使わんと、文明
の利器は絶対使わんと決心しまし
た。しかし明日はわかりません(笑
い)・・・くれぐれも風邪を引かないようにして
下さい(笑い)・・・

工藤(土佐堀) 車に乗
らないと云ってから
もう一年位になるん
ですが(笑い)、３割
はカットしたいです
ね、１０日の内で３日
は乗らないように。車に乗らないと
お酒を飲むので、その出入りが
色々と複雑になって(笑い)難しいで
す。地球は未来から預かっている、
親から預かったものではない。子供
達や未来からの預り物だと言う言葉

は堪えました。
奥田(土佐堀) ３回聞
いてやっとチラッと
解りました。国が
CO2 を 減らす 事が
出来ないのなら私が
その２%を減らします。何万分の１か
知りませんが。減らして見せようホト
トギス。ハハハハ。
永井メネット主査
今期３回目の訪
問と思いますが、
私も何年か前から
自分に出来る環
境問題として水を汚さないことを実
践しています。油は水に流さずに
他の方法で処理をする等気を付け
ております。
松本部書記 会計
の鈴木は所用で欠
席させていただき
ました。２人は助さ
ん格さんとして何も
かも自分でしようとするご隠居の永
井部長を戒める役目です。(笑い)９
ヶ月近くが過ぎましたが河内クラブ
の皆さんのご協力でここまで来られ
ました。後残り少ないですが、ご支
援をよろしくお願いします。
永井阪和部長
和歌山県はミカン
の生産地ですけ
どミカンの生産地
が段々と北上して
いると聞いています。私達が気付か
ない所で地球の温暖化や変化が
起 こって い ると 言 う こ とを知 りま し
た。
増石 今日のお話
を聞いてしばらく休
んでいた、CO2 の
減少に積極的に関
わっていた森林ボ
ランティアにもう一度力を入れて頑
張らんといかんなと思いました。今
月の誕生日で７０歳になったんです
が、何故か「大正生まれの会」と言う
所からメンバーに入ってくれと言っ
てきたんですが、私は昭和２桁生ま
れですと言ったんですが、紹介者
が懇意な人なんで断るに断れず、
「大正生まれの会」に入会しまし
た。・・・自分のホームグラントは大正区やか
らやろ(笑い)・・・・

ほんまに大正区で商売してるから
やろか・。

−３−
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佐古 私が働いている業界がこのような
公害に関して厳しい業界です。給食関
係なんですが、お米も全部無洗米と云う
ことで美味しい米を無理に不味くして提
供しています。誕生祝を頂きましたが、今年で７４歳にな
ります。来期の会計と YMCA のお役目をこれが最後の
ご奉仕と考えています。
岩本智之先生 今日のお話は大阪大学
の理工系の学生に１５週間かけて講義す
る内容を３０分で理解していただきまして
大変有り難うございました。(爆笑)
初田 去年の退職以来何か濡れ落ち葉
のように云われておりますが、私もなにか
をしようと食後の後の炊事と言うか皿洗い
をすることにしました。しかし、皿洗いを
すれば水は出しっ放し、それはアカンと。
髭を剃るのに顔を洗うと水を出しっ放し、これもアカ
ン・・・・それで髭を伸ばしたんか・・・・ コップもよく割るので高くつ
くと言われ全て職を奪われました。(笑い)

横田 私はいつも例会の始まりでワイズ
ソングを歌うときにゲストの方の様子を
チラチラと見るんです。今日も見ていま
したら岩本先生は岩坂先生張りの声で
ワイズソングを歌っておられました。お
会いする度に新しい発見が出来ます。またお話を聞き
に参ります。
大谷 今日はわかり易くまたユーモアの
あるお話を有り難うございました。家に
帰りまして何から私達に出来るのかを考
えて見たいと思います。芳澤さん美味し
いお弁当を有り難うございました。
丸尾 CO2 の削減のために我が家で出
来ることは、料理をするのに生で食べれ
るものは生で食べようと、勿論野菜関係
は生で、煮干関係も出来るだけ生で・・・・
勿論ビール
煮干は何で生やねん?????・・・・
も生と。
芳澤 数ヶ月前からエイズの撲滅運動の
バッヂを付けていましたが、自分自身が
何でこれを付けているのか疑問に思い
ふと思いついてエイズの検査に行ってき
ました。もちろん陰性でした。ほんまか?。
ほんまです!!。・・・・・陽性やったらここでは喋らんな・・・・・
検査については色々と裏技があるようですが紙面では
割愛します。
本日のにこにこは２３０００円でした。
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第３０期 第１０回役員会
２００５年３月２４日（木） 東ＹＭＣＡ
興味と意識と熱意を持って
日本区強調月間 Y サ・ASF

為せば成る！

出席者 初田・増石・宮本・田中・笹川・望月・横田・
４月例会 通常例会
４月２１日（木）・サンホーム クラブ内研修
担当：B グループ
伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・大薮・山内・正野

ゲストスピーカー
なし

例会役割分担
司
会 正野忠之君
聖句朗読 山内信三君
食事手配 笹川桂子君
食膳感謝 山内信三君
ニコニコ 宮本修司君・伊藤玲子さん

次月ブリテン原稿
こーひーぶれいく
増石広之君
役員会報告
初田 稔君
例会報告
望月 強君
Ｙニュース
宮本修司君
サンホームニュース 尾北 昇君
メネットコラム(私の独り言) 田中加代子さん
にこにこテープ起し 笹川桂子君

審議事項・連絡事項
★ ４月例会プログラム検討・
４月例会も３０周年について意思の疎通を図る

拡大準備委員会の設置・その他
らくらく登山の最終確認
★ ３月２０日(日)〜２１日(祝)

六甲 YMCA

西日本区次期会長・主査研修会
出席者 次期会長 横田憲子・次期部主査 芳澤伸之・
次期西日本区情報委員長 初田稔

★ 東 YMCA 卒業リーダー記念品贈呈
今年は５名のリーダーが卒業 ３月１３日に贈呈しました

★ 嶌岡正明君奈良 YMCA に異動 ４月１日付け
★ 次次期西日本区ファンド主任に横田憲子君が決定
★ 西日本区大会申込について
３月末日が第一回締切り
★ アジア大会の申込について
★ 西日本区ロースターへの掲載について
★ ワイズの幟を１０枚買いました。
★ 中西部 YY フォーラム
★ サザンスカイクラブ１０周年記念例会
５月２１日 紀泉わいわい村
★ 鈴木謙介さんを偲ぶ会
５月２１日 PM２時から 土佐堀 YMCA
★ 第９回 らくらく登山の取り組み
４月１日に役割分担や取り組みについて確認

★ ４月２日(土)〜３日(日) 一泊研修会について
かつらぎ ５０００円予算

★ ４月２３日(土)次期主査引継ぎ 南 YMCA
★ ４月２９日(祝)ワイズメンテニス大会
テニスガーデン舞洲

−４−
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Ｃｏｆｆｅｅ
Ｂｒｅａｋ
いらっしゃいませ！！
丸尾欽造様、今辻正則様
ごゆっくり御くつろぎを。

丸尾欽造

子どもの頃育った町に母はいまも独りで住んでいる。
南北を川に、東西を鉄道と幹線道路に挟まれて半ば閉
ざされた地域ではあるが、戦前は紡績会社を擁して栄
えた下町である。
母のもとを訪ねしばしば足を運ぶが、町の中に深く入
り込むことはない。区画整理されたところは昔の面影も
なく変貌していて、高架の向こう側の高層ビル群は真上
から町を見下ろしている。
ある日、そんな町の筋道に迷い込むように入っていっ
た。昔への探訪である。当時の少年には立派なメインス
トリートとして賑わっていた商店街であったが、その道が
こんなに狭いものであったとは感覚の違いをしみじみと
味わった。更に驚いたことは、辛うじて残っている商店が
人通りのない今も、懐かしい名前の看板のまま生き延び
ていたことである。酒屋の店先で主人を見つけた。「わぁ
ー、老けられたなぁ」。店の娘さんは評判の美人だった
が、その婿殿が跡目を守られている。いがぐり頭を丸刈
りにしてくれた散髪屋も何軒か生きていた。店の看板も
たたずまいも変わっていないが、今尚、誰かがバリカン
を握っているのであろう。店を覗き込む勇気はなかった
が、細く長ぁい息の根を感じた。あの家はあいつの家だ。
この家も級友の家だ。でも、どれもが表札は覚えのない
ものばかりである。根のない俺達世代はここには生き延
びてはいなかった。花屋があった。花屋と言うより、葬式
屋として知っていた。一年先輩の息子がいたことを思い
出した。その息子が、今、眼の前で花を束ねている。爺
になっていた。俺を覚えているのだろうか眼が追ってき
た。俺も爺だと言うかのような眼だった。圧巻は我が懐
かしき借家の前である。そのままの形態の舘が現存して
いる。タイムトンネルか、はたまた玉手箱を開けたのか。
何とも言えない時空を感じた。町は、５０年の月日の中
で変貌とかたくななこだわりによって今日に辿り着いた。
そんな町のＪＲ改札口でワイズメンに出会った。なぜこん
なところでなのか、茶店にでもお誘いすればよかったの
にと後悔している。

ギターと私
くらぶ・あんだんて 今辻正則
私がギターを習うきっかけは、１１年前のラジオの深夜
放送でした。その番組は毎日テーマーを決めて、その
テーマーに対して、聴視者が電話で応募するというもの
でした。その日のテーマーは「自分の夢」。私は「家族で
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音楽をやりたい」と応募し、その日の最優秀に選ばれま
した。後日番組に家族４人（リコーダー、キーボード、ギ
ター×２）で演奏したテープを送ったのですが、私は初
めてギターを弾いて全員がメロディーパートを演奏する
というものでした。番組では流して下さったのですが今
思うと赤面する演奏でした。それで「八尾市生涯学習セ
ンター」の開館と同時にギター講座があったので妻と二
人で本格的にギターを習ったのです。やがて くらぶ・あ
んだんて を結成しボランティア活動で「東 YMCA サン
ホーム」にて定期的に演奏を続けさせて頂いてから、も
う５年になりました。その他３箇所の施設を回っています。
これからもボランティアとしてギター演奏活動を楽しんで
続けていければと思っています。
くらぶ・あんだんて はギターとマンドリンとハーモニカ
の４人編成で演奏されています。
主に日本の曲を大切にして、入居者やディサービスの
方達と曲を聴き歌をうたって、喫茶も楽しまれています。
マスター

シンガポールの川良 昌宏 さんのコメントです。
伊藤様
いつも河内ワイズの様子を送っていただきありがとうご
ざいます。先日３月１５日に長女が誕生したことを報告さ
せていただきます。４０２０ｇと Big サイズで父親に少し似
ており、将来が危惧されますが・・・ 母子とも出産を終
え、これからの成長を見守り、しっかり子育てをしていき
たいと思います。現在大阪に昨日から帰り、今日は出産
届けやパスポートの申請に走り回り無事に取得できる予
定です ５月からは親子３人での生活が始まります。
いつも季節を感じる写真を見せていただき、シンガポ
ールで日本の季節を感じることが出来、感謝申し上げま
す。

お年玉記念切手
ＣＳ資金としてはクラブから一括して日本区に献金し
ていますが、お年玉年賀シートをプラスして献金いたし
ました。
年によって受け取った年賀ハガキの当選率が良い年
と悪い年があります。私の場合は個人に頂いたハガキ
は比較的よかったのですが、会社宛に来たハガキは確
率が悪く枚数の割には少なかった。クラブとしては皆さ
んから頂いた切手をクラブに買い取って頂き現金化した
もの（７.０２０円）を西日本区へ送金いたしました。
記念切手を頂いた方
芳澤 ５枚 初田 １枚
横田１２枚
笹川 ２枚 大薮 7 枚
望月 ５枚
増石 ４枚 岩坂１３枚
新本 ５枚
合計 54 枚 ７０２０円
皆さんご協力有り難うございました。
CS 担当 望月 強

−５−

大阪河内ワイズメンズクラブ
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新しい年度になりました。2005 年度のサンホームの新しい体制は下記の通りになります。
今年度もよろしくお願いいたします。
人事体制
施設長
尾北昇
事務長
尾北昇（兼務）、副主任・月川
施設ケア事業部 主任・葛島経生
副主任・、川口（３階担当）、石川（４階担当）、稲毛（５階担当）
宮原（ショートステイ担当）
在宅支援事業部 主任・大塚由実
副主任・吉田(在宅介護支援センター担当)、秋山(ケアプランセンター担当)
清家(デイサービスセンター担当)、藤(ヘルパーステーション担当)
食生活創造室
主任・堂本隆子
総合医務室
尾北昇（兼務）
新しいスタッフも入っています。交わりの時にお目にかかれればと思います。

ありがとうございました
河内ワイズに入会させていただき 4 年になりました。このたび転勤で奈良ＹＭＣＡに行き奈良ワ
イズに転会いたします。阪和部としては同じ部会ですのでまたお目にかかれることも多いと思い
ます。河内ワイズは、昔から「元気が良い、活発なクラブ」としての印象が有りました。今後とも、
この「活発さ元気よさ」がワイズ内部への働きは勿論、外部への働きとして発揮されますよう、そ
して東ＹＭＣＡの大きな力となっていただきますようご支援をお願いいたします。4 年間皆様と活
動できたことを感謝いたします。ありがとうございました。
嶌岡正明

感謝！！

昨年の３月に台北より帰国し、４月より東ＹＭＣＡの一員となり１年が過ぎました。この１年で多くの方々にめぐり
合えました。個性豊な子どもたちには、何度ともなく笑わせてもらうと同時に大きな学びの時を与えてくれました。
サッカーでは力いっぱいにボールを追いかけている姿、野外活動では煙にむせながらも火をおこそうとしている
姿、笑顔いっぱいに鬼ごっこで追いかけ合いをしている幼稚園児の姿・・ どんな時にも真剣に取り組んでいる
姿は大人が忘れてしまっていたものを思い出させてくれます。 また、気軽に声をかけてくださるワイズの皆様の
支えも東ＹＭＣＡの大きな力になっています。共に車椅子を押したらくらく登山、共に練習に付き合っていただい
たクリスマス会演劇、東Ｙまつりやレインボークラブなど東ＹＭＣＡに集う仲間が 共に 共有の時を持つという事
も東ＹＭＣＡの大きな武器だと感じました。
この４月より、枚方ＹＭＣＡに移籍しますが、東ＹＭＣＡで素晴らしいと感じたことを他の地域ＹＭＣＡにも伝えて
いきたいと思います。また、さまざまな折にお会いすることもありますが、その際には良き指導をいただけますよう
よろしくお願いいたします。
東ＹＭＣＡ ウエルネス
浅井 利崇

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!!
‑６‑
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サンホームふれあいサロン
初田真佐子

連載ＮＯ ７

「私の独り言」
梅香る日
新本力子
山口県の義姉の法要のあと、足を伸ばして博多の太
宰府を初めて訪ねました。丁度梅が満開の時期であり、
天満宮はのどかな風景でありました。鯉がゆったりと泳
いでいる池には、美しい大きな鯉を見つめる多くの幼稚
園児が見受けられました。こんなに見事な静かな時を過
ごすことの無かった私にとって、至福の時間でありまし
た。
天満宮には、梅花が一番良く似合います。もちろんさ
まざまな梅の古木が大事に育てられ、大切に管理され
ています。昔から梅の花を愛した人々がいたからでしょ
うね。太宰府にある石碑の言葉や、芭蕉の俳句石碑を
読みながら、気楽に過ごしました。

３月６日(日)にサンホー
ムの２階にて「ふれあいサ
ロン」がありました。「ふれ
あいサロン」と言うのは近
隣の独居老人をお招きして、
文字通りふれあいを楽しみ、しばしの時間ゲームを
したり、歌を聴いたり、味しい食事を頂いて楽しい
時間を共に過ごすサンホームのプログラムです。
(詳しくは下記に記載しております。)

初めて参加して、お年寄りの方々のお顔が始まる
前と終った時の表情が違っていてお帰りになる時は
非常に和やかな良いお顔になっていました。意岐部
中学校の生徒さん達もボランティアとして参加して
くれてお年寄り達も本当に嬉しそうでした。

メネット会の報告
大薮 暢子

「えび家にて」
再開された法善寺横丁でメネット会が開かれました。海
老づくしです。美しく様々に調理された料理に満足、満
足と言いながら、また、生け造りにされた伊勢海老の頭
や足等をつつきながら、カワイソーと言いつつお口に入
れました。箸
袋に書いてあ
る 適口者珍
の由来を仲居
さんから聞い
たりして・・・・・
(意味はご来店
の折のお楽しみ) 四方山話もご馳走で、かしましくあっと

言う間の三時間でお開きとなりました。
珍しく降り始めた春の吹雪に送られて・・・・・・。

ふれあいサロンとは？
ふれあいサロンは、大阪ＹＭＣＡ（東ＹＭＣＡ）のクリス
マス献金の使途プログラムとして 2000 年度から始まり 5
回目を 3 月 6 日（日）に実施しました。東ＹＭＣＡ近隣の
「一人暮らしの高齢者の方」を対象にして、年に一度で
すがサンホームで「一日楽しく過ごす」「できるだけ外出
の機会をもつ」「社会と交わる機会をもつ」等の目的で行
なっています。2000 年〜2003 年度は御厨南自治会の
方を対象にしておりましたが、2004 年度は秋の東ＹＭＣ
Ａまつりでご協力をいただいている、五百石自治会の
方々を対象にしました、今年来ていただけなかった方も
まだ多く居られますので、2005 年度も五百石自治会の
方々にきていただく予定です。ご協力をお願いいたしま
す。

参加者
メネット 初田・望月・中野・大薮・大谷・伊藤・田中
メン
横田・笹川・田中・望月・初田・
−７−
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HAPPY BIRTH DAY
丸尾 初子
伊藤 圭介
大谷美佐子

１９４５年４月
１９３２年４月
１９ＸＸ年４月

March ２００５

WEDDING ANNIVERSARY

２日生
７日生
８日生

結婚記念日の方はおられません

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

YMCA サービス・ASF

YMCA の新プログラムを全力で支援しよう。
松岡紀生 YMCA サービス・ユース事業主任（四日市クラブ）

一泊研修会のご案内
と き：４月２日(土)〜３日（日）
ところ：社会教育センター かつらぎ
奈良県葛城市寺口
TEL ０７４５−６９−６９２１

車椅子で 登山を し よう

参加者募集!!
実施日 ４月２４日(日)
場 所 生駒山
らくらく登山道
締 切 日 ４ 月 １ ６ 日( 土 )
お問合せ・申込先 東ＹＭＣＡ
電 話 ０ ６ - ６ ７ ８ ７ -３ ２ ３ ２

ボ ラ ン テ ィ ア も募集し ます。
第7回
ワイズメンズクラブテニス大会
〜障害者と共に〜
2005 年 4 月 29 日 １０:００〜１５:００
シーサイドテニスガーデン 舞洲
参加費 1000 円から 3500 円
懇親会 １５:１５から
締切り 4 月 15 日
申込先 三浦 明(大阪サザンスカイ)
TEL 073‑455‑9062 FAX 073‑452‑3803

―８―

４月−５月の予定
４月
４月 １日（金）第２例会 サンホーム
４月 ２日（土）〜3 日(日)1 泊研修会
かつらぎ 奈良県北葛城郡新庄町寺口
４月１６日(土)〜１７日(日)西日本区役員会
新大阪クライトンホテル
４月２１（木）例会 サンホーム
４月２３日(土)次期主査引継ぎ 南 YMCA
４月２４日（日）らくらく登山
地域の皆さんと共に
４月２８日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
４月２９日（祝）テニス大会 身障者と共に
シーサイドテニスガーデン舞洲

５月
５月 ６日（金）第２例会 サンホーム
５月 ８日（日）東大阪ふれあい祭
５月１９日（木）例会 サンホーム
メネット例会
５月２１日（土）サザンスカイ１０周年
紀泉わいわい村
５月２１日（土）鈴木謙介さんを偲ぶ会
土佐堀 YMCA PM２:００
５月２８日（土）次期部役員・次期会長会
５月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
南 YMCA

Wind

From

Kawachi

＜卯月＞〜三日見ぬ間の桜かな〜
日々のテンポがあわただしい。こんなに速度進展の
中、物を見るスパンがドンドン短くなっていきそう。河内
ワイズの、汗して築きあげた３０年の歴史は おもいで小
箱 に仕舞われている。今しばらくは、箱を開ける準備も
「苦しいけれど楽しい歩み」なのです。
（笹）

