２００５年５月報

Vol ３５６

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】

ガラテヤの信徒への手紙 6 章 4 節

「各自で、自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば､自分に対してだ
けは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。」

「母の日に想う・・・」
会長 初田稔
５月には「母の日」がある。クラブのメンバーの中には親と
共に生活をし、毎日を忙しく過ごされている方も居られる事と
思います。この歳になるまで親が健在でおられる事は大変嬉
しい事です。しかし、反面介護が必要な親が家におられる事
はそれはそれで大変心配であります。
私は数年前に母親の５０回忌を済ませました。当時私は１
２歳でしたが下の妹は６歳の時です。現在の自分に置き換え
て、孫が６歳のときに母親を亡くせばどんな気持だろうと考えると不憫です。
親と早くに別れれば、その時は非常に大変ですし悲しいことですが、歳をと
ってから親の世話をしなくても良いと言う事はそれなりに楽なことかも知れませ
ん。本当は成人して独立するまで両親が健在で居てくれるのが子供として希
望かも知れません。孫が出来れば色々な事で面倒を見て貰えるし、世間の付
き合い方も教えてもらえる。
どちらが良いとは言えませんが、親が元気で長生きをしてくれるのが子供に
とっては一番嬉しいことなのではないでしょうか。
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５月例会プログラム
メネット例会
５月１９日（木）サンホーム６Ｆ
司会 田中惟介君
開会点鐘
初田メネット会長
ワイズソング
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同
聖句朗読
佐古至弘君
ゲスト＆ビジター紹介
司会者
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
佐古至弘君
食事
一
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口笛を楽しもう
口笛奏者

もく まさあき氏

誕生・結婚祝
ニコニコアワー
ＹＭＣＡの歌
閉会挨拶・点鐘

初田メネット会長
正野＆笹川君
一
同
初田メネット会長

５月例会担当班
C グループ
山内・正野・佐古・山口・
準備の為に６時に集合して下さい。

書き損じハガキ
４月分
0円
累
計
3,04０円

にこにこファンド
４月分
18,830 円
累
計
173,580 円

％に訂正いたします。
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４月例会報告
２００5 年３月１７日（木）１８:３０〜21:00
― サンホーム 6 階 −

記録 望月 強

出席者(敬称略)
メン 初田・岩坂・佐古・新本・田中・望月・増石・横田・
芳澤・正野・笹川・宮本・丸尾・伊藤・藤井・山内
メネット 伊藤・初田・望月・新本・大谷・
ゲスト＆ビジター
尾北昇（サンホーム）、高橋 優(スタツフ)

以上 23 名
正野君の司会で定刻を少し遅れて
４月例会は開催された。今月は河内ク
ラブにとって、大きな行事である「ら
くらく登山と３０周年記念行事」の２
件について、全クラブ員のディスカッ
ションと確認の為に河内クラブメンバーのみの例会
となりました。
冒頭、東 YMCA の施設長として新
任された尾北昇君が紹介されました。
６月に河内ワイズのメンバーに内定
しております。
第 9 回らくらく車椅子登山について
芳澤伸之君により説明
今年は車椅子の参加者がサンホ
ームに加え、レインボークラブ（障
害者）
・近隣の車椅子の方々３２名
の参加があります。又ボランティ
アの参加も我々河内クラブの他に、
奈良クラブ・ヴェクセルクラブ・
サウスクラブの応援があります。ＹＭＣＡのウエル
ネス、サンホーム関係の皆様と近隣の方々を巻き込
んだ支援体制で行うことが出来ます。総参加者は
170 名近く見込まれます。
★質問、雨天の時の対処について、
当日の７時までに決定する、弁当の手配もその時
点でキャンセルできますので、当日 7 時に決定しま
す。現在の天気予報からみて天候には恵まれそうで
す。
★質問 車椅子の引き紐・のぼり等の準備は
全て準備関係は終了しています。昨年揃えたウイ
ンドブレーカについても準備が整っております。ウ
インドブレーカの貸し出しは当日は田中君と藤井君
が担当します。
★質問 地域ＴＶ・マスコミ等のＰＲについて
コミュニティーの新聞に掲載済み、又結果報告も
掲載します。丸尾君が担当して他のマスコミ関係に
働き掛ける。
★質問 自動車用の地図等について、
例年通り詳しい地図を準備しそれに加えて大谷君
が道中に道案内としてのぼりを立てる
★質問 初の役割分担と終了後の役割分担ＹＭＣＡ
側に負担をかけすぎてはいないか
実行委員会において検討します
準備会の説明が前後しましたが、宮本主事により準
備状況の報告がありました。
−２−

３０周年の討議
岩坂君が今日の話し合いの趣旨
説明を致しました。
30 周年記念講演会のチラシ・予
算案・一泊研修会の報告がレジメ
として配られました。
田中実行委員長が詳細にわたり
説明して、一泊研修会で話し合いました事を皆で検
討し問題を掘り下げた。詳しくはレジメを参照して
ください。本日新たに討議されたことは、連絡先に
ついて、チラシを見て興味をもたれた方が、何処に
連絡をすればよいか等に付いて、所在を決めておく。
祝会については
アトラクションとして以前にワイ
ズ例会にゲストとして来ていただい
た方に、お祝いに来て頂いた内容で
２〜3 名の方に数曲演奏していただ
きます。以前のゲストに紹介者が日
程を確認し調整する。
役割については
統括ディレクターとして田中委員長、講演会のデ
ィレクターと 30 周年ワイズ祝会のディレクター（正
野君）済洲クラブとの交流会（岩坂君）等夫々の分野に
ディレクターを設けるようにする。
１０００人を集める予定の金子真介師の講演会、
当初の絶対無理から、「少しは出来るんじゃないか
な」になり本日の話し合いの上で「何とか出来そう
だ」と皆さんの意識が変化してきました。最後に「為
せば成る。皆の気持ちを合わせれば、やれば出来る。
」
と成ることを期待します。

宮本君よりＹＭＣＡの新し
いスタッフの紹介がありま
した。
東ＹＭＣＡに４月から大
阪南 Y と兼任で高橋優さん
が着任します
「どうぞよろしくお願い
します。
」
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正野 去年 3 月 31 日
に母が他界して一年が
過ぎ無事一周忌も終え
ました。桜が満開の京都
円山公園へ行ってきま
したが、4 月 2 日の母の葬儀の日も
桜が満開だった事を思い出し、母を
偲ぶようなそんな時期になったんだ
なぁと感じています。
新本 中国で反日デモ
が賑わっています。た
またま映画を見ていて、
ゾルゲ事件が戦争中に
あった。これは実際に
あったスパイの物語を映画にしたも
のです。上海事変を起こした抗日デ
モがあり、その原因は日本の特務機
関が出先でお金をばらまいて中国人
を集めて抗日デモを起こしたと言う
物語だったが、今度の中国でのデモ
も裏で操っている人もおるなって気
がしてます。
高橋 （新人さん）今の印象ですか〜。
正月の親戚一同集まったって感じが
‥（ワッハハハ‥なるほどナルホド〜）
ちょっと早い感じがあるのですが、
あの‥おじいちゃんの兄弟、おばあ
ちゃんの姉妹が居て‥って感じが〜
（♀〜♂・爆笑つづく〜そうだろうなぁ）

丸尾 この間から首が回らなくもう
1 ヶ月近くなります。病院へ行った
のですがその病院の名前が たかい
病院 と言い、変換を間違えたら
他界病院？？？ なんて事なんです
ねぇ。首を吊られ電気椅子に座らさ
れ、直接手で首を捻られるといった
具合ですわ。皆さんもお体を大事に
して下さい。
藤井 らくらく登山の
日は、完全武装と日焼
け止めをして参加した
いと思います。
大谷メ 今日退職書類
を書いてまいりました。
18 年と 6 ヶ月でした
が自分でも思った以上
よく勤めたなぁと、感
心しています。
初田メ ちょっとのど
を痛めていますので、
今日はこれで‥‥
笹川 今日のお食事
は如何でしたか？
（ちょっと高橋君の先
のコメントを意識しな
がら）母親の気分で皆

様の健康のための生活習慣病予防を

考え、主食は 黒豆のおこわ と薬
善の副食を用意させて頂きました。
（おいしかったよ！の声）

望月 固い話ですが、
私はこれから必ず男
性には握手しょうと。
これを例会に来たと
きの課題に〜。（望月
さん女性にはどないしますねん）実
を言うと田中君から女性にはこちら
から手を出したらいけないと強く窘
められたんです。
増石
大正生まれの
会 に引きずり込まれ
総会へ行ったのですが、
行った雰囲気が河内と
変わらない。元気な８０、90 歳の人
の中で何時までもこんな若さで居た
いと勇気付けられました。92 歳の義
母も今でも私の仕事を現役で手伝っ
てくれています。でも滋賀県の墓を
近くに移したがっているんです。
佐古 ヘルニアが出て
病院で電気椅子でなく
電気ベットで寝てきま
した。お陰でまたこう
して毎日働けるように
なりました。
望月メ 先月 26 日に 5
人目の孫に恵まれまし
た。（おめでとう、オメデト
ウ〜パチパチパチ）

新本メ 有難う御座い
ます。お食事も美味しく
て、お山にも登ることが
出来ます。

田中 一泊研修には熱
心な議論を有難うござ
いました。クラブから 5
万円戴きました、会費を
集めた結果 13,717 円残りましたの
で、領収書と報告書を会計にお渡し
します。先週新聞に上石切町の寺に
時雨桜 の見頃が記されていたの
で見にいきました。神武天皇東征の
砌にその下で雨宿りされた 時雨桜
と書かれていましたが、樹齢 20
年くらいの桜が咲いていて、ガッカ
リして帰ってきました。円山公園を
イメージしていたのですが‥
伊藤 30 周年の成功
をお祈りして献金させ
てもらいま
す。（ かたい
話〜やなぁ）

(敬称略)

ょっと事情がございまして、さる保
育園の園長の話が決まっていたので
すが、その話も流れて現在家にブラ
ブラと。62 歳を越えていますのでし
ばらく充電して、次のことを考えよ
うと思っています。
岩坂 新本さん つく
し を有難うございまし
た。今度は わらび な
んかを又・・・‥

芳澤 この間の日曜日
一泊研修で行った葛城、
奈良県社会教育センター
へもう一度改めて行って
参りました。すばらしい
桜でした！ （研修日はまだつぼみでし
た） それを見たさに行き、とんぼ返
りで帰ってきました。それから去年
まではらくらく登山はリュックひと
つの参加でしたが、こういう形での
参加は非常に役目の難しさと大いに
勉強になった事をつくづく感じてお
ります。
初田 例会担当するの
が後わずかー。嬉しい事
でございます。いろいろ
ありますがよろしくお
願い致します。
横田 初田会長とは反
対にもうすぐ会長役が
回ってきます。お手柔
らかにお願い致します。
宮本 先月田中さんが
雨降りの日に「今日はい
い日だ、花粉症にとって
は」と。私は「ウェルネ
スの方では雨降りは困ります。サッ
カーが出来ません」と言ったのです
がその後花粉症になって、雨の日は
ほんとにいいですよねェ〜。
伊藤メ この頃実行し
て若返ったかなぁと思っ
た事を一つだけ言います。
八尾市のウィングと言う
スポーツ施設で水中ウォ
ークをしてこれが自分に合っている
のです。ストレッチとで膝の痛みも
よくなり腰痛もいい具合です。らく
らく登山も自力で行けると思います。
（いつもワッハ！ワッハ！と賑やかなに
こにこ語録。お疲れが出ませんように）
(*^。^*)

本日のにこにこは 18830 円でした。

山内 私も 3 月で博愛
社を退職致しました。ち

−３−
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第 11 回役員会

２００５年 4 月 28 日（木） 東ＹＭＣＡ
興味と意識と熱意を持って
日本区強調月間
LT

クラブ１泊研修会
２００５年４月２日〜３日
奈良葛城教育センター

為せば成る！

出席者

5 月例会

初田・山内・宮本・田中・笹川・望月・横田・
正野・佐古・芳澤・初田メ・

メネット例会

5 月 19 日（木）・サンホーム
担当：C グループ 山内・正野・佐古・山口

ゲストスピーカー
もく

まさあき氏

(口笛奏者)

例会役割分担
司
会 田中惟介君 聖句朗読 佐古至弘君
食事手配 初田メネット 食前感謝 佐古至弘君
ニコニコ
正野忠行君・笹川桂子君

次月ブリテン原稿
こーひーぶれいく
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)
にこにこテープ起し

参加者は泊りと日帰り
が半々でしたが、とても有
意義な研修会が持てたと
思います。食事の後はクラ
ブの３０周年についての
話し合いがされ、門限の時
間も忘れるほどの熱心な
討議がされました。泊まりのメンバーで日付が変わ
るまで議論が行われました。
翌日は朝食の後は次期横田会長をサポートする事
業委員長の選考について話し合いをしました。

藤井敬子君
初田
稔君
伊藤玲子さん
宮本修司君
尾北 昇君
中野涌子さん
山内信三君

審議事項・連絡事項
★ 5 月例会プログラム検討・
★
★

今年の桜は少し遅れて、
研修会当日はまだチラホ
ラと咲き始めであり、満
開の時期であれば素晴ら
しいロケーションであつ
たと思われます。

ゲストに対する再度のアプローチ
らくらく登山の総括

笹川桂子君
芳澤伸之君

参加者
メン 初田・田中・丸尾・横田・佐古・笹川・岩坂・
芳澤・増石・望月
メネット 初田・望月・伊藤・大谷・

西日本区クラブ活動報告
今年は新年合同例会のホストとらくらく登山を報
告しました。

★ 尾北昇君入会について
★ 6 月度ゲストスピーカーについて

6 月入会式

6 月例会はクラブ内とする

★
★
★
★

西日本区大会申込について
確認
アジア大会の申込について
確認
西日本区ロースターへの掲載について
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

★ ４月２９日(祝)ワイズメンテニス大会
テニスガーデン舞洲

★ サザンスカイクラブたまねぎの注文について
★ 次年度の次次期部長に泉北クラブ遠藤通寛ワイ
ズが内定しました。次回の評議会にて決定します。
★ 5 月 14 日(土)次期会長・主査・役員会
南 YMCA
★ 5 月 28 日(土)2005 年度会員大会
大阪 YMCA ９階

−４−

今月のゲスト
プロフィール
口笛奏者

もく

まさあき

氏

１９４２年０２月１２日生
１９８５年０４月 ●口笛音楽との出逢い
１９９２年０４月 ●アメリカの口笛大会に飛び入り出場
１９９２年０７月 ●もくまさあき 第１回リサイタル
「ザ・ウイッスリング」開催
１９９９年１１月 ●ネパール・カトマンズで口笛指導
２０００年０４月 ●日本口笛協会発足
●アメリカの口笛大会でポピュラー
部門２位、総合部門３位の栄冠
●ファーストアルバム「もくさんの口
笛」リリース
●保育園・小学校・老人ホームでボラ
ンティア活動・現在に至る
２００４年０４月 ●セカンドアルバム「ふるさとを想ふ」
リリース
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らくらく車椅子登山
フォト報告
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よろしくお願いします。
尾北

昇

４月からサンホーム施設長・東ＹＭＣＡ館長に就任しました。ワイズメンズクラブには、サン
ホーム開所当時に長野ワイズに入会しておりました。河内ワイズには、７月から入会させて頂き
たいと思っております。
今後、嶌岡さんが築いた河内ワイズと東ＹＭＣＡ（サンホーム・ウェルネス）の蜜月関係をよ
り一層発展させられるよう活動していきたいと思っておりますのでご指導ご協力の程よろしく
お願いします。

「小春日和?・・・」
新緑の清清しさ！春の陽だまりの暖かさ！風を頬に受ける気持
ちよさ！どれをとっても、春は気持ちも新たにいい季節なのに。春
っていいことばかりと思っていた４０年間を、否定してしまう花粉
症の脅威！この脅威に、立ち向かってあえなく玉砕している宮本です。冒頭からいきなりネガティブですが、この花粉症
だけを何とか克服する算段をしながら､２００５年度も始まりました。今年は装い新たに高橋スタッフを迎え、６人（事
務受付の大島さんを含む）事務所体制で頑張って参ります。宮本は現在、花粉症の影響で実力の半分も発揮できていませ
んが、どうぞこの１年もよろしくお願いいたします。
さて、ウエルネス事業もこのサンホームに移転して３年半。東ＹＭＣＡとして地域の方々に少しずつ認知していただけ
るようになったかな？（希望的観測！）と思える今日この頃です。一歩ずつこつこつとでも歩き、実を結ぶように頑張っ
ていこうと０５年度年頭に誓いを新たに持ったスタッフ一同です。４月の１大イベントのらくらく登山も無事に終了しま
した。さあこれからもイベント、プログラムがたくさん控えていますが、ワイズの皆様と共に進んで参ります。３０周年
もどんと来い！
東ＹＭＣＡ 宮本修司

らくらく車椅子登山あれこれ
まるで我々の登山を待っていてくれたような雲ひとつない晴天。４月 24 日(日)・第９回らくらく車椅子登山の幕開け
である。過去最大規模の車椅子参加者 27 名・サポーター、ボランティア 138 名・総勢 165 名の参加で盛大に行われ
た。生駒山目指しての片道 3Km のみちのりである。目に青葉!ウグイスのさえずり!下界では散ってしまった桜をもう一
度見ることが出来る。皆の笑顔がすばらしい!。今回の参加者を募る上でのもう一つの目標は、障害者たち・近隣のお年
寄り達もどうかこの登山にお連れしたいことであった。結果、障害者 4 名・サンホーム入居者以外のお年寄り 10 名の
参加を得た。毎回全員が車椅子に乗っての登山であったが、今回は 77 歳・80 歳・83 歳の 3 人の高齢者がご自分たち
の頑張りで車椅子を使わずに完全踏破!全員の拍手にむかえられた。ワイズメンたちも感動!感動!。この行事は自立支援、
介護予防にも一役を担っているのではないだろうか。我々主催者側は、来年の第 10 回を節目の記念会とするのが常であ
る。しかし、このらくらく車椅子登山は参加者が主役であり、その顔ぶれも毎回変わっていく。私は思う。毎回、毎回が
感動を覚える記念登山であると・・・・・。
末筆になり申し訳なく思いますが、今回もご協力を頂いた大阪ヴェクセル C・大阪サウス C・奈良 C の方々に深くお
礼を申し上げます。本当に、有難うございました。
芳澤伸之

第7回

阪和部テニス大会、障害者と共に

〜軽やかに飛び交うテニスボール〜
2005 年 4 月２９日（金・みどりの日）１０：００〜１５：０
０。シーサイドテニスガーデン舞州（ハードコート）にて開催。
40 名のプレイ参加者と 16 名のサポーターにて大会が繰り広
げられ、参加初心者の芳澤メンは審判、笹川メンは受付会計の
役割分担を楽しくお手伝いさせて頂きました。

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!!
‑６‑
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「私の独り言」

＊＊

介護の中で
田中

＊＊
加代子

現在 私の生活の中に 親の介護が大きな割合を
占めています。父の介護が始まって丸 6 年。２００
２年に要介護 3 だったのが ２年後には要介護 5 に
なり年毎に衰えて行く親を見るのはとても寂しく、つ
らいものです。
反面 いつまで続くのだろう。という思いもあり、
常に心の中を交錯しています。
でも 多くのヘルパーさんに助けてもらい 又介
護経験者から色々とアドヴァイスを受けたりしなが
ら両親を応援する日が続いています。
先日 新聞で私と同様 介護に追われている方の
文章に「虹の足」という詩が引用掲載されていました。
バスの乗客にはくっきりと見える虹もその虹の足
底にいる村の人々には見えない。
・・他人には見えて、
自分には見えない幸福の中で生きている。すなわち親
が生きている事が自分には見えない幸福で、その中で
生きているんだと言う文章で妙に納得！
この 先の見えない介護と言う怪物と向き合いな
がらも落ち込んでは居られない。２４年続いているコ
ーラスは今も欠かさず続けているし、昨年は夫と共に
念願のスイスの素晴らしい山々を見ることが出来た。
花の季節には 花をめで 心のリフレッシュを忘れ
ないように心がけ過ごしている今日この頃です。
（2000 年 4 月のらくらく車椅子登山に 岳父も参加し、あのこ
ろは まだ少しは歩けていた事を遠いことのように思います。田
中 惟介）

Ｃｏｆｆｅｅ
Ｂｒｅａｋ
いらっしゃいませ！！
増石広之、大塚由美様
ごゆっくり御くつろぎを。

増石広之
コーヒーブレイクの順番が回ってきました。皆さ
んいかがお過ごしですか。河内クラブも３０年にな
りメンバーも歳を取りました。若い頃には余り気に
してなかった健康、ましてや命の大切さが身近に感
じるように成ってきました。高校時代の同窓会が８
年前から年１回の旅行をする様になりました。打ち
合わせや、旅行の当日は皆がウキウキして集まって
きます。時間の無い時は遠くのメンバーは飛行機で
来る場合もあります。３２人卒業のうちで１７人に
連絡がつき、平均出席が１１人位です。そんな仲間
も２００２・３・４年と３年連続で１人づつ欠けて
います。全員が癌で残念な結果です。私も健康には

気を付けていて、定期健康診断は真面目に受けてい
ますが、バリウムを飲んでレントゲンを撮る検査は、
体につらい割には結果がはっきり分からないので、
胃の内視鏡検査を３月にうけて、おおむね良好とい
う結果でした。主治医の先生は毎年１回は受けてお
くように念をおしておられました。高血圧は薬の服
用、骨量不足は牛乳とジャコ、血管の老化予防は野
菜と運動をしています。自分の感じで食事の量は少
な目が、体調と血圧の値が良いようです。少し積極
的にはストレッチ体操と河内の例会で教えて貰った
腕振り１００回４方向です。割引をした回数ですが、
大好きな運動です。無理の無い範囲でぼつぼつ、で
きるだけ健康でやっていけたらいいと思っています。
近頃色んな所から色んなお誘いがきて、我が身一
つで困っています。
福祉の仕事に携わって
社会福祉法人 大阪ＹＭＣＡ福祉会
在宅支援事業部 主任 大塚由実

私は、中学・高校・大学と体育会系クラブに所属
しており、大学卒業後は、スポーツ関係の道に進み
たいと思っていました。大学４年生の時に友人に知
的障がい児の入所施設のボランティアに誘われ、何
気なく参加しました。そこには今まで経験したこと
のない空間があり、とても新鮮でした。この体験を
きっかけに、福祉の世界に進みたく知的障がい者通
所授産施設に就職し、多くの学びと貴重な経験を得
ました。超高齢化社会の到来がきっかけになり、高
齢者福祉に関心を持ち、ＹＭＣＡサンホームに就職
しました。数年の介護現場の経験を経て、現在では
社会福祉士、介護支援専門員の資格を取得し、高齢
者の方々や家族の相談援助に携わる仕事をしていま
す。相談援助の内容としては、主に介護保険制度分
野に関する相談が多いですが、中には障がいや児
童・法的な相談もあり、非常に幅広い知識が求めら
れます。相談者の方から信頼してもらえてこそ、よ
きアドバイスができます。表情や口調などには人一
倍気を使います。精神的にしんどいこともあります
が、相談者の笑顔や喜びの言葉を聞くと、ﾞがんばろ
うﾞという気持ちになります。相談援助職として相談
者を支えているというより、私自身が皆さんに支え
られているのかもしれません。
私が、相談援助職として目指していることは、誰
もが可能な限り地域社会の中で、多くの人との交流
を保ちながら自立した生きがいのある生活を維持し
てもらうことです。地域に根ざしたＹＭＣＡのネッ
トワークや各事業・専門職における力量を生かし、
すべての人々がその人らしく豊かに生きていけるよ
うな環境をつくりたいです。
✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿〜✿
これからはとても必要とされる大切な事を、生涯の仕事と
されました。小さく弱くなった命をいとおしく 愛ずる
人にあられますように。
（店長）

−７−
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HAPPY BIRTH DAY
正野

忠之

１９５８年５月

May ２００５

WEDDING ANNIVERSARY

３日生

中野義彦＆涌 子夫妻 ５月 １日
山内信三＆たりほ夫妻 ５月２７日
増石広之＆民 子夫妻 ５月２９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

LT

ワイズメンズクラブに集う人々が、いつも 心の集団 になることを目標として頑張ることが望まれま
す。そのためには一人が皆のために働く、奉仕すると言うことを学ばねばなりません。全ての学びは奉
仕の現場にあるでしょう。
柴田 善朗 西日本区理事（京都さくらクラブ）

サザンスカイクラブ設立
１０周年記念例会

５月−６月の予定
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１４日（土）次期役員・会長会 南 YMCA
５月１９日（木）例会 サンホーム
メネット例会
５月１９日（土）第８回チャリティゴルフコンペ
５月２１日（土）サザンスカイ１０周年記念会
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２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
５月２８日（土）2005 年度会員大会
大阪 YMCA 会館 ９階

と き：２００５年５月２１日(土)
ところ：紀泉わいわい村
時 間：１５:００〜１８:００
TEL ０７２４−８５−０６６１

鈴木謙介さんを偲ぶ会
と

き

2005 年５月２１日(土)
14:00〜16:00
ところ 大阪 YMCA 土佐堀館
９階 ９０３号室
会 費 ５00 円
FAX ０７８−８２２−６０５７

６月
６月 ３日（金）第２例会 サンホーム
６月１１日（土）〜１２日(日)西日本区大会
国際会議場・ポートピアホール
６月１６日（木）例会 サンホーム
役員交代式
６月２３日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
６月２５日（土）第４回評議会・
次期第１回評議会・懇親会
南 YMCA

(山田孝彦様)

Wind

From

Kawachi

〜皐月〜
野山の植物が実をつけ始める季節。万物がしだいに満
ちてきて緑は、生物に生命を与え私達を癒してくれます。
我がクラブも外部との繋がりを重視し、魅力的で豊かな
活動内容を取り入れるためには、必要な仕事には自発的
に喜んで動いていけるといいですね。この度のらくらく
登山実行においても、地域活動活性化に大きな役割を担
ってきたように思えます。
(笹)
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