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２００５〜２００６年度【標 語】
ク ラ ブ 標 語「為せば成る!」 30 年の歴史を重ねて
横田憲子
恵美奈博光（大阪サウスクラブ）
阪 和 部 標 語「楽しく歩もうワイズライフ!」
西日本区標語「すすめ、愛と勇気をもって」 Go Forward with Love and Courage
佐野文彦（四日市クラブ）
ア ジ ア 標 語「Lead by your own Action」行動するリーダーになろう
Janet Siew(シンガポール)
国 際 標 語「Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need」求めるワイズから行動するワイズへ
Benson Wabule (ケニア)
メネット標語「愛を追い求めなさい!
愛は家庭から、そしてワイズ、地域社会へ 」
管 美代子(熊本東クラブ)

【今月の聖句】

マタイによる福音書 16 章 26 節
人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の得があろうか。自分
の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。

7 月例会プログラム

― 大阪 YMCA2005 年度基本方針と河内クラブ３０周年テーマ「命の尊厳」に因んで ―

7 月２１日(木)サンホーム 6F
司会 増石広之君
開会点鐘
横田 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 横田 会長
会長の時間
横田 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
ゲストスピーチ
澤田順子氏
今、子供の心はどうなっているの
前年度活動報告 前年度事業委員長
誕生・結婚祝
横田 会長
ニコニコアワー
大谷＆中野君
ＹＭＣＡの歌
一
同
閉会挨拶・点鐘
横田 会長

７月例会担当班
A グループ
岩坂・伊藤・増石・石田・芳澤・
中野・大谷・
準備の為に６時に集合して下さい。
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「新会長として」
会長

横田憲子

３０年の歴史を持つ河内クラブに、ワイズ歴１０年
の横田が、今期の会長としてスタートいたしました。
どうかよろしく御願いいたします。私は、丸尾初子元
会長と同じく女性なのです。それ故、荒々しさの中に
も繊細さを秘めた河内ワイズの男性の心を傷つけぬこ
とをまず心しております。６０歳前後のおばさんはつ
い無神経にふるまってしまうのです。その上で、３０周年記念事業を
会員が 為せば成る の意識を持って準備出来ますよう環境作りに励
みたいと思います。そして、クラブの３本柱である、ジャガイモファ
ンド・ロビー展・らくらく登山を私達が主体となって動きつつ、サン
ホームと東ＹＭＣＡのスタッフやリーダーの強力な支援のもとに活
動できている事に感謝を忘れないでいたい。しかし、内容が充実され
た面、次は費用の拡大の問題があります。皆様の知恵をお借りしたい
部分です。最後にサンホーム・東ＹMCA と協働できるプログラムに
は自らの意志で参加していただくことが、ボランティアだと思ってい
ますので、よろしく御願いいたします。
この１年の活動が、会員の皆様の自己研鑽のお役に立つことを願い
ますと共に、それぞれの心と身体にはお気を付け下さり、尚かつ、お
支えいただきますよう御願い申し上げます。

ゲスト＆ビジター
メネット＆コメット
例 会 出 席 者
役 員 会 出 席 者
６月の全出席者

％に訂正いたします。
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６度ＢＦポイント
現金
0円
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39,000 円
切手
０pt
累計
０pt

書き損じハガキ
６月分
0円
累
計
3,04０円

にこにこファンド
６月分
34,156 円
累
計
242,936 円
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６月例会報告
２００5 年６月１６日（木）１８:３０〜21:00
記録 正野忠之君
― サンホーム 6 階 −
横田会長から、初田直前会長と初
出席者(敬称略)
メン 初田・岩坂・佐古・新本・田中・望月・増石・横田・
田直前メネット会長へ記念品の贈
芳澤・正野・笹川・宮本・丸尾・伊藤・藤井・山内
呈。司会の丸尾メンと正野メンか
メネット 伊藤・初田・望月・新本・大谷・中野・大薮・和田林
らも初田メンの労をねぎらい記念
ゲスト＆ビジター
品が渡されました。いよいよ第３
小沢善雄・山下 00(ゲスト)・杉浦英(奈良クラブ)・今井利子(な
１期のスタートです。
かのしま) 遠藤通寛・遠藤典子(泉北)惠美奈部長・惠美奈富
次に行われたのは、サ
紀子・小池晃・藤村三郎・鉄谷明・寺岡博也・吹留辰夫(サウ
ンホーム施設長と東
ス)・尾北昇（サンホーム）、
ＹＭＣＡの館長とし
以上 38 名
て新しく就任しワイ
定刻（すみません、遅刻しましたので
ズメンとなられた尾
定刻かどうかわかりません）、初田会長
北昇さんの入会
による任期最後の点鐘で６月例会は開
式です。恵美奈部
会されました。司会は丸尾メン。惠美
長、横田会長のリ
奈新阪和部長を迎えて役員交代式を行
ードで宣誓を終
うクラブとして区切りの例会です。
えた瞬間、河内ワ
初田会長の顔には安堵の表情が、
そして横田新会長には少し緊張の
表情が伺えます。たくさんのビジタ
ーを迎えにぎやかな中、予定時間通
りにスケジュールがこなされ、いよ
いよ新阪和部長が就任のご挨拶。
部長は我が河内クラブが大阪
サウスクラブの子クラブとして
産声を上げたときの会長です。当
時の様子を楽しく話され、みなさ
ん興味津々に聞いていました。そ
して部長の運営方針をこれまた
明るく伝えていただきました。
部長方針は「楽しく歩もうワイ
ズライフ」です。地球上でご縁があって私たちはワ
イズメンズクラブのメンバーとして、お互いに親し
いお付き合いをしております。素晴らしいことです。
そのことを思うと楽しくなければワイズメンじゃな
いと思います。さあ!皆さん楽しいワイズライフを一
緒に歩みましょうとお話をされました。
食事の時間に創立時のアルバムが回覧されました
が、当時を知らない者にとっては若かりしメンバー
を「誰？誰？」とメンバー当てクイズです。

続いて役員交代式。毎年の光景ですが、おごそか
な雰囲気に包まれます。旧
役員と新役員が部長を扇の
要にして整列。規約（？）
が部長により読み上げられ
た後、横田新会長に会長バ
ッチを授与。新役員が抱負
を述べ、交代式は滞りなく終了しました。
−２−

イズに新しい風が吹いたように
感じたのは私だけでしょうか。
尾北メンのご挨拶が終わり、続い
て新しいプログラム事業委員長
が年間の活動方針を発表。
私を含め発表されたみなさん、初
心忘れるべからずですね
例会の最後にサウスクラブのみなさんが阪和部会の
アピールをされました。
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今日のニコニコ献金はスリランカ
へ行かれるリーダーへの支援に当て
られます。司会から時間内に終わりた
いとの当初のご発言があり、かつ残り
時間が少ないことから、発言は短く、
献金は多めに（笑い）お願いいたしま
す。まずは今日ご入会の尾北さんから
始めます。

奈良クラブでの嶌岡さんの転会式
に立ち合わせてイタダキマシタ。
ワイズとしての喜びを共にできた
ことを感謝します。
山内 西日本区大会、初日だけ参
加してきました。神戸らしい流れ
で良かったなぁと思いました。い
ろんなかたとお会いしましたが
元大阪市役所の山口さん（サウス）
尾北 (新入会) 短くと言うことで
が河内３０周年のチラシを見て東
すので・・とにかく楽しみたいと
大阪市の市役所や社会福祉協議会
思います。よろしく。（拍手）
とか教育委員会へ行って後援とっ
杉浦 （奈良） 初田会
たら動員できるで〜とおっしゃっ
長１年間ご苦労様で
てました。そうだなぁと思い聞い
した。優秀クラブ賞
てきたのですが、今日の報告で大
を受賞されましてほ
阪市の後援を取られたということ
んとに素晴らしい
で、着々と進んでいるなぁ・・と。
か・かわ・・河内クラブでござい
みんなで盛り上げて行きたいと思
ましたので・・・なんか今日 あ
います。（拍手）
がってますなぁ（爆笑）それから恵
新本 優秀クラブ賞を取られた
美奈部長も健康に留意されながら
初田さんから横田さんへ。会長の
１年間頑張って頂きたいと思いま
田圃が続いていきます。（爆笑）大
す。
変おめでたいことで・・・来年の
今井（なかのしま） 今
ことを今から楽しみにして置きま
回、優秀クラブ賞を
しょう。（拍手）
受けられましたので
正野 初田さんの健康が気にか
ほんのお祝いのつも
かっていました。私も役員として
りでお土産を持って
何もお手伝いできなかったのです
きました。私のクラブも同じ賞を
が、無事終えられてなによりでし
頂きました。これは新年合同例会
でご一緒していただいたからやと、 た。久しぶりにサウスの皆さんと
お会いでき嬉しく思いました。
思っています。大変お世話になり
久々にサウスの例会に出かけよう
有り難うございました。次は最優
かなと思いました。
秀クラブ賞、期待しております。
（拍手）
宮本 （連絡主事）いつになくマイク
遠藤（泉北） 初田
を持つ機会が多いなぁと思ってい
会長１年間有り難う
ます。初田会長、メネット会長有
ございました。それ
り難うございました。横田新会長
から３０周年には１
よろしくお願いします。（拍手）
万人集めるそうです
望月 恵美奈部長ようこそ・・３
が（えぇ〜っ 笑いと拍手）頑張って
０年前 最初にこられた時は会長
ください。
でした。ついこの間のような気が
遠藤メネ（泉北） 初
します。親クラブのよほど偉い人
田さんご苦労様でし
や、年もだいぶ上のしっかりした
た、１年たってまた
人やと思っていましたが 同い年
一つしわが増えまし
ですわ。（爆笑）、初田会長が、皆さ
た・・・
んのおかげで賞が取れたと仰いま
鉄谷（サウス） なせ
した。それもありますが、会長が
ばなる・・ほんとう
日本区へ提出する書類、これが実
になされました。お
に素早く的確であったこと、森西
めでとうございま
日本区書記が高く評価しておられ
す。今日は尾北さん
ました。だからこの名誉は初田会
の入会式、４月には
長のお陰でもありました。ありが

(敬称略)
田中惟介

とうございました。（拍手）
増石 初田さん、体調悪いのにご
苦労様でした。恵美奈さん私たち
の知らない河内クラブのことたく
さん教えていただいて有り難うご
ざいました。
佐古 おかげさまで会費の（笑い）
徴収もほぼ終了に近づきました。
先ほども申しましたが３０周年事
業、田中委員長のもと死ぬ気で頑
張って是非とも成功させないかん。
赤字を出さんためにも とにかく
券を売ってもらいたいという事を
お願いします。
新本メネ いつもお
せわになっておりま
す。初田会長の雰囲気
でボケが少し足ふみ
してくれたようです。ありがとう
ございました。
初田メネ 今日は大勢お越しく
ださいましてありがとうございま
す。 何にもしなくて良いから、と
にかくメネット会長を引き受けて
くれ って言われて、ようやく１
年が過ぎ、やれやれと思っていま
す。どうもありがとうございまし
た。（盛大な拍手と笑い声）
それから これは和田林さんがい
つも失礼していますと、置いてい
かれましたので・・
望月メネ 初田メネット会長
ありがとうございました。大谷さ
ん、恵美奈メネット主査さんこれ
から１年よろしくお願いします。
大谷特メネ 初田
メネット会長さん、
内助の功ありがと
うございました。私、
横田会長の足を引
っ張らないように
頑張りたいと思います。恵美奈主
査さん、よろしくご指導願います。
笹川 大 勢お越し頂きありがと
うございます。あちこちでお声か
け頂き、少しずつワイズに馴染ん
できておりますが、まだまだ臆し
ます。初田会長、ご苦労様でした。
ブリテン製作では会長にすがって
しまってご厄介をおかけしました。
でも懸命にしている時 楽しんで
やってるか？ と・・あっ涙がで

−３−

てきた・・・うれしくて・・横田
会長から、もう１年やってねと言
われ、頑張りますが初田さんよろ
しくお願いします。
伊藤 家内がコーヒーショップ
の準備をしてますので、まず預っ
た分を・・（どない言えゆうてたんかい
なぁ （爆笑）） あッ、そうや初田
さん優秀賞おめでとうございま
す、横田さんの来期のご活躍をお
祈りします。こう言ってたと思い
ます。（笑いと拍手 で伊藤さんの分
は？）部長のお話ですけど、いい
落語を聴くと時間が早いし、下手
な落語はいつ終わるのかと長い
ですわなぁ・・だから・・・（部長
の話は

どっちやと言いたいん？）（爆

笑）どっちかは別にして（爆笑・別
なん？） いいお話を有り難うござ
いました。それから横田会長、初
めての女性・・（以下ピー音できこえ
ません）
（爆笑・拍手）

岩坂 初田会長にお詫びをせな
あかんのです。前期は書記だった
のですが、全部会長がしてくださ
った、ほんとに申し訳ない。それ
から恵美奈さんのご昇進おめで
とうございます。（爆笑・拍手）
山下 （ゲスト） 大阪に
住んでいますが、布施
という名前に憧れを
感じておりまして、こ
れ、お布施から来る言
葉で、俊徳道と言うのは俊徳丸が
通ったところなんですね、謡曲の
弱法師がそうです。もとはインド
の話で、お布施の話だそうですね。
お布施は３種類あってお金のあ
る人は財産を施す財施、坊さんは
法を説く法施、何も無い人は、に
こっと微笑む顔施。にこにこから
の連想で喋ってみました。
（笑い・
拍手）

小沢 （ゲスト） 近畿
大学法学部助教授
の人事発令をうけ、
地方の大学は厭だ
と言ったのですが
変えられない
と言われまして、私の恩師も大阪
は地方ではないと言われ、まぁ 1
地方だけれど田舎ではないよ
と・・言われ、参りましたけれど
かなりの田舎、特に東大阪はかな
りの田舎です。４年間で退職しま
すんでなるべく早くワイズメン
に移行しまして東大阪に最後の

‑4‑

貢献をしたいと思っています。
恵美奈 （ メ ネ ッ ト 主
査）楽しい例会、有
り難うございます。
先ほど丸尾さんか
らたくさんの玉ね
ぎを頂きました。生活習慣病の私
たちがそれを頂いて今年１年頑
張るようにと言うお心だと感じ、
皆様のお力を借りながら努めた
いと思います。よろしくお願いし
ます。（拍手）
寺岡 （サウス）横田さ
んはマジックの唯一
の女性メンバーです。
もともとお上手なん
ですが、練習休まず
おいで下さい。今日は楽しい例会
で特に丸尾さんの司会が素晴ら
しく楽しかった。今後ともよろし
くお願いします。
吹留（サウス）初田さ
んとは一回り上の
辰年でして・・ご苦
労様でした。横田さ
ん次年度よろし
く・・あと一言、今日のニコニコ
はスリランカへ行かれる方に渡
されるそうですが、先ほど岩坂さ
んが仰ったＹＥＥＰで２０年ほ
ど前スリランカから来たネルカ
ペレカさんを１年間お世話した
ことを思い出しました。（１３年前
でネルカペレラさんです）ああそうで
すか。あちらでお会いできるかも
しれませんね。
藤村 （部会計）阪和部
長のカバン持ちでや
って来ました。８年
前には２０８名居た
メンバーが今１７０
名。予算額も９５万と１００万を
切っています。皆さん是非とも頑
張って増やしてください。
小池 （部書記）口は手
品師、心はワイズ、
駄洒落ばかりのサウ
スの小池でございま
す。書記を拝命して
去年からパソコン教室に通って
いますが、初田さん望月さんには
大変お世話になっています。今後
ともよろしくお願いします。
初田会長 過分なお褒めの言葉
を頂きありがとうございました。
穴があったらはいりたい。決して

一人の力で頂いた賞だとは思っ
ておりません。それぞれのご助力
の成果だと思います。有り難うご
ざいました。もう１枚お礼のつも
りで入れておきます。（おぉ〜・拍
手）

恵美奈阪和部長
細やかなご配慮い
ただいた このラ
ンチョンマット。
ありがとうござい
ます。 楽しく歩も
うワイズライフ
この１年間
皆さんご一緒に楽しく歩んで行
きましょう。
（拍手）
横田新会長 クラ
ブ運営はずっこけ
ないように頑張り
たいと思います。
よろしくお願いい
たします。（笑い・拍手）
丸尾司会 歯科医の会長から司
会をやれと言われました。免許が
ない・・と言うと いらん と言
われました。
（ハハハ・・）
芳澤 私なりにこの１年、突っ張
ってきたつもりです。今期はもう
少し地に足をつけてワイズライ
フを楽しみたいと思います。初田
会長ありがとうございました。
恵美奈さんよろしくお願いしま
す。
サウスの皆さんよろしくお願い
します。遠藤さんよろしくお願い
します。今井さんよろしくお願い
します。杉浦さんよろしくお願い
します。（爆笑・拍手）
藤井 何もお役に立てませんけ
どよろしくお願いします。
田中 １昨年役員選考委員とし
て会長をお願いした時はご健康
のこともあり強引だったかもし
れません。でもこの１年ワイズ温
泉にどっぷりつかられ、とても元
気になられました。この温泉の効
能は素晴らしいものだと思いま
す。優秀賞はそのご褒美だと思い
ます。ご苦労様でした。横田新会
長もこれからの１年間よろしく
お願いします。

本 日 の に こ に こ 総 計 は
￥34.156−
ご協力に感謝します。

大阪河内ワイズメンズクラブ
２００５〜６年度

事業委員長活動方針

交流事業委員長 岩坂正雄
ワイズの交流事業は、IBC・DBC・YEEP・STEP
などの略語で表される諸事業がありますが、現在の
河内クラブとしては、設立３０周年記念事業に全力
を賭ける年度ですから、交流事業も、しばらく疎遠
になっていた韓国済州クラブとの IBC 交流の復活に
力を注ぎたいと思います。１１月 13 日の記念祝会
に来日を要請していますが、来年の 4 月には済州ク
ラブ２５周年のお祝いに訪韓して交流と親睦を深め
たいと願っています。
また、昨年度の懸案である DBC も模索と検討を
深めたいと思います。
広報事業委員長 正野忠之
地域にＹＭＣＡの存在、ワイズの存在を広報して
いくにあたって、東ＹＭＣＡとサンホームにおける
活動は欠かせないものだと思います。広報＝宣伝と
いうイメージがありますが、私自身は、地域での活
動をより広く認知していただくことが、ワイズの広
報としての役割ではないかと思っています。原点は
ボランティアです。サンホームでの様々な行事、レ
インボークラブ、そしてらくらく登山を通じて広報
活動をしていく所存です。
地域奉仕事業委員長 芳澤伸之
継続事業
1. 東 YMCA 祭りの開催協力
2. らくらく車椅子登山の発展的継続
3. サンホーム大掃除の協力
（今年度は 9 月 4 日予定）

4. レインボークラブへの参加・協力
5. ふれあいサロンへの参加・協力
6. 東大阪ふれあい祭りのお手伝い・協力
新規事業（計画案）
A. サンホーム入居者の車椅子清掃クリーン隊の
結成
（ご家族にも呼びかけをし、EMC・広報にも結びつける）

B.

五百石自治会と連携し、中・高年者の為の介
護予防教室の開催
（ご家族にも呼びかけをし、EMC・広報にも結びつける）

C. ジュニアボランティアワーカー育成の協力
Ｙサ・ＡＳＦ事業 丸尾欽造
国際憲法及び西日本区定款に、ワイズメンズクラ
ブの目的として最初の項目に、
「ＹＭＣＡのために奉
仕活動をすること」が厳然と唱えられている。
クラブ設立３０年の大きな節目を迎えるこの年、
クラブ全員がこのことをあらためて自覚し、共に汗
を流すことができれば最高だ。
活動方針として、
○ 地域に関わるＹＭＣＡの活動プロジェクトへ支
援体制の充実
＊ＹＭＣＡプログラムの理解と積極的な参加
＊協力会員の増強をめざし、地域企業へのアプ
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ローチ。ゲストスピーカーは地域の著名人を
＊運営委員会の情報を速やかに伝えるととも
に委員会への軽食サービス
＊サンホーム後援会会員の増強、らくらく登山
の充実（地域奉仕委員会と連携）、作品展の
実施、喫茶コーナーへの支援、会館清掃等
○ リーダー支援
＊例会への招待・交流、プログラム激励、研修
支援、卒業リーダーへの感謝
○ ＹＭＣＡに対する３０周年記念事業
＊ 事業委員会と協議する
など、従来から継承されている活動を軸に、新た
なる可能性をさぐり、常に柔軟かつ速やかな対応
を旨としたい。尚、予算確立のため場合によって
は独自の財源確保に取り組む方策も必要と思う。
いつでも、多くのご意見や提言の窓口を開けてい
ます。
EMC 事業委員長 望月 強
ＥＭＣのＥは Extension（新しいクラブを設立）
となっていますが、河内クラブの現状ではＭＣ（新
会員増強と意識高揚）が先決です。意識が高揚して
会員が増えれば、その結果として、新しいクラブを
誕生させることが出来ます。今年度は会員増強を主
眼にして取り組みたいと思います。又３０周年記念
講演会を成功させる為にもクラブ外からも力を借り
なくてはなりません。この機会を捉えて河内ワイズ
メンズクラブのアピールをして新しい血を注がねば
なりません。会員のご協力をお願いします。
ブリテン編集長 笹川桂子
ブリテン発行年数も３０年を越えようとしていま
す。今年度はクラブ周年記念誌の大きな責任も担っ
ています。ここでヘッド（表紙）も少しＲe−ｍａ
ｋｅ、雰囲気を変えて皆様にお目見えしたいと思い
ます。ブリテンの内容には下記の必要事項を綿密に
記載いたします。
〈国際会長主題、アジア会長主題、西日本区理事主
題、ニコニコ献金、ファンド、ＢＦ（切手、現金）
、
例会報告、在籍者数、月間出席者数、出席率〉
我がクラブの諸活動、メネットコーナー、その他テ
ーマと筆者を探し「心の風景」なども載せていきま
す。原稿依頼をお願いしました時には、発行日に間
に合うようにご協力を賜りたいと存じます。
ドライバー担当 新本 英二
業委員の皆様のご意見と今期に掛ける思いをお聞
きして、大変力強く感じました。このご意見が全て
達成できれば、ドライバーの役目は必要ありません。
例会の時折に、面白いことを企画すること、例えば
今日の司会の丸尾さんの「玉ねぎ」のように、誰も
予想していなかったものが飛び出して耳目を集中さ
せるのもドライバーの役目だと思います。従ってい
つでも例会の動きを予想して変化に対応するプログ
ラムを用意するのもドライバーの役目です。現在の
ニコニコ献金の役割だけではありません。
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第 31 期第１回役員会
２００５年 6 月 23 日（木）
東ＹＭＣＡ

為せば成る！
30 年の歴史を重ねて

日本区強調月間

出席者

Kick‑off/EMC‑C

横田・佐古・望月・笹川・初田・正野・芳澤・
増石・岩坂・丸尾・尾北・宮本・田中・

７月例会
７月２１日（木）・サンホーム
担当：A グループ
岩坂・伊藤・増石・石田・
芳澤・中野・大谷
ゲストスピーカー
澤田敦子さん
「今

子供の心はどうなっているの」

例会役割分担
司
会
食事手配
ニコニコ

増石君
聖句朗読
芳澤君
食膳感謝
大谷君・中野君

岩坂君
岩坂君

8 月号ブリテン原稿
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)
にこにこテープ起こし

初田稔君
田中惟介君
伊藤圭介君
宮本修司君
尾北 昇君
増石民子さん
初田稔君

審議事項・連絡事項
報告 ６月１８日レインボークラブ ４名参加報告ブリ
テン掲載
６月２３日尾北館長とワイズ懇談会

審議
★ 7 月例会プログラム検討

原案承認・前年度活
動報告準備を前年度事業委員長に催告（ブリテン掲載）

★ ８月納涼例会プログラム検討
８月２３日 ２時〜５時。前１時間は通常例会（リー
ダー等の参加あり）後２時間を納涼例会と位置づける。
アトラクション交渉＝笹川。会費前年度と同・当例会
の予算案を作成＝丸尾。おせリーダーの帰朝挨拶を入
れる。オークションの在り様を工夫する。食事担当＝
一任

芳澤地域奉仕事業主査の九州への出席交通費補
助の件。７月３１日に終了後応分の補助を実行する。
★ ジャガイモ・カボチャの注文 現状を再確認し、

居酒屋「和み」 営業中
川口 敦央
居酒屋「和み」を始めて２年目に入りました。月
に１回、最終土曜日の開催ですが、いつも十数名の
入居者・ボランティア・スタッフで賑わっています。
始まりは、入居者の日常にコミュニケーションの
場が少ないこの現状をどうにかしたいとの想いから
です。入居者同士、人間関係が未構築であったり、
介護度の違いがあったりし、スタッフが間に入らな
いとコミュニケーションがとりづらい状況が多くあ
ります。しかしスタッフは業務に追われる現状も少
なからずあります。したがって業務を離れた場で、
そしてコミュニケーションが自然にできる雰囲気を
作る目的で居酒屋を始めました。その想いをこめて
名前も「和み」と決めました。
また夜の生活を楽しんでもらうことも意識しまし
た。施設の夜は早く、ほとんどの場合、夕食を食べ
終えたら部屋に戻り寝ることが常識となっています。
一般的に夕食後の時間が家族団らんの時間のはずで
す。加えて、特にお酒を飲む人は遊びに出かける時
間であったりします。そんな時間を施設においても、
個人のニーズにあわせて提供していく必要性を感じ
ました。
実際にスタートしてみて感じたことは、雰囲気が
変われば、入居者の雰囲気も変わることです。部屋
に閉じこもっている方たちも、この時ばかりはお洒
落な格好をしてワインを飲んだりされます。またス
タッフもお年寄りとお酒を組み交わしながら、いつ
も以上に深い会話をして共に楽しんでいます。
今後は地域のお年寄りにも来てもらい、ボランテ
ィアが多く活動して近隣に開かれた居酒屋「和み」
ができたらと思っています。興味がありましたら一
度、YMCA サンホームまでご連絡ください。みなさ
んのご来店・ご協力をお待ちしています。

★

十勝クラブと折衝＝宮本
★

２００５年度年間予算案 大筋確認・科目等を整
理し再提出。

★ ３０周年記念事業進行状況

後援団体等６月例会
で報告済み。チケット・チラシの作成にかかる。
★ 例会受付 会計１名の他都度任命する。事前にビジ
ターの名札を作成する。
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川口様は、サンホームで施設ケア事業部の副
主任として職務を担っていらっしゃいます。
「和み」はお年寄りが唯一の楽しみにしてい
らっしゃる行事なのです。
(マスター)

西日本区大会報告

ディナーの開宴

記念撮影

2005 年 6 月１１日〜１２日

神戸

ポートピアホテル

前夜祭

表彰を待つ会長（緊張気味）

オープニング

優秀クラブ賞を獲得

サンバチームの出演
神戸市長のご挨拶

理事交代式

パネラーの皆さん

サンバの指導を受ける？人

クラブ 30 周年祝会のアピール
国際会長のご挨拶

神戸

中華街で
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毎年ご好評いただいている｢イキイキ健康生活セミナー｣のお知らせです！７･８月の日程が決まりました。
皆様のご来場をお待ちしています。参加無料です。東大阪市から教室開催の補助金があります。
ただし、東大阪市在住の６５歳以上の参加者５名以上が条件ですのでご協力お願いします。
回
日時
内容
第１回
７月２７日（水）
『認知症ってなぁに？①〜ボケてないって言うけれど〜』
１４：００〜１５：１５
明和診療所・サンホーム診療所 医師
大間知 健史 氏
第２回
８月２６日(金) (予定)
『認知症ってなぁに？②〜ボケとの上手なお付き合い〜』
１４：００〜１５：１５
東大阪市西保健センター 保健師
なお今年度は全 18 回で開催を予定しています。９月以降も下記のテーマでセミナーを予定しています。
『どんな施設に入りたい？高齢者施設の選び方 (座学①) (施設見学①②) 』
『成年後見制度ってなぁに？〜あなたは大丈夫？悪徳業者が狙ってる！〜』
『使える福祉サービス情報！』
『廃用性症候群〜寝たきりでも健康に〜』
『介護保険制度ってなぁに？〜在宅サービス編〜』
等です。ご期待ください！！

太陽の光の中で・・・・
梅雨の季節となりました。雨が少なく水不足が心配されて
いますが、そんな中、私は連日、サッカー指導のため太陽の
光を浴び、夏を前に早くも肌が黒く焼けてきています。これから本格的に夏に入りどれぐらい黒くなるのか
心配です･･･。
スタッフとなり２年目も３ヶ月が過ぎようとしています。本年度より、野外活動クラブも担当することと
なり、また、新しく子どもたちの顔と名前を覚えるのにひと苦労しました。一日中、子どもたちと活動でき
ることに楽しさと充実感を感じています。
夏休みに入ると、キャンプなどで子どもたちと過ごす時間が増えていきます。そんな時間を大切により多
くにの子どもたちと関わり活動していきたいと思っています。
また、子どもたちと活動しているグランドに遊びにきていただければと思います。
大阪東ＹＭＣＡ 森 秀範

2005 年度

第１回

レインボークラブに参加して
増石広之

６月１９日海遊館へ車椅子の方４人をメインに、サンホーム
より出発して、午前中海遊館のみの方と、安治川も見てゆっく
りと天保山でお食事の方２人が居られて、それぞれに付き添い
の方とご一緒に、水族館を楽しみました。もう少し体力気力が
あると、サンタマリア号(帆船の遊覧船)に乗ったんだが、今回
は水族館の見物のみでした。ワイズからは初
田、笹川、増石、寺田(笹川さんのお友達)の４
人が参加。ボランティアや写真係を勤めまし
た。ボランティアの中に３名の高校生が居ら
れたが、いい体験が出来て良かったと思いま
す。力強い助っ人でした。
(例会でカメラマンが欲しいと言われて、お手伝い
をしようと思ったが、フイルムカメラは駄目と言わ
れ、以前クラブのコンピューター学習で、ノートパ
ソコンを持っていったが、それはコンピューターの形だけで使い物にならない。等と言われて肩身の狭いこの頃です)

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!!
３０周年まで 7 月例会日から数えて 116 日
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メネット会長をお受けして
第 31 期
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「私の独り言」
「老い」

初田真佐子

先日、親しいご夫婦と昼食を共にしました。そのご
夫婦とは 2 ヶ月ほど前にもお会いしたのですが、そ
の時も 69 歳のご主人は足元がふらついて、長時間立
ったり歩いたりが出来ないと話していました。
今回は脚の方は少しましなようですが、風貌がかな
り変わっていました。前かがみで、顔には艶も無く少
しやつれ、口数も少なく人の話に合槌を打っている程
度です。若い時には仕事も遊びもバリバリでキレ者だ
ったのに、余りの変わりように寂しくなりました。
3 年前に退職してからは「テレビが友達」の生活と
なり、たまには運動ジムに通っているようです。いつ
も「初田君はすることがあるから良いな」と言われて
います。やる気は人を元気にするんですね。主人を見
てるとそう思います。そう言う私も近頃はひざ痛が出
てきました。20 年以上正座をする仕事をしてきた使
い痛みでしょうか。これから先の事がとても不安にな
ります。
近所の人達と立ち話をしては頭を少々と口を沢山
動かしています。そんな時はひざ痛も忘れてしまいま
す。
老いと闘いながら少しでも元気にワイズの方々と
関わって行けますようにと願っています。

メネット会長

大谷美佐子

庭のアジサイが色鮮やかに咲く頃
となりました。今期、メネット会長
を引き受けさせていただくことにな
りました。皆様のお役に立てるのか
不安ですが、精一杯努力いたします
ので、よろしくお願いいたします。
クラブとしましては１１月に３０周年記念祝会と言
う大きな行事を控えております。メネット会としま
しても色々とお手伝いをすることがあると思います。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

メネット会年間計画
今年度は、河内クラブ３０周年記念祝会に重点を
おいて、メンのサポートを行います。下記の行事に
おいてもメネットの参加をよろしくお願いいたしま
す。

行事予定
８月 28 日(日)
１０月 30 日(日)
１１月１３日(日)
１２月 11 日(日)
2 月〜3 月
４月３０日(日)
5 月１８日(木)

納涼例会
東Y祭
３０周年記念祝会
クリスマス例会
クラブメネット会
らくらく車椅子登山
メネット例会

☆ 30 周年に向けての手作りの作業
和田林さんのご指導で「根付け」の作成
３０周年にはスカーフの使用(新年例会時のもの)

西日本区メネットアワーに参加して
初田真佐子
６月 11 日に神戸
ポートピアホテル
にて西日本区大会
の前にメネットア
ワーが開催されま
した。230 名の参
加者で大盛会であ
りました。
ゲストスピーチ
はスペシャルオリンピックス日本の創設に係わった
細川佳代子さまで、このお仕事に携わることになった
動機や日本の知的障害者の皆さんから受けた感動を
多くの人々に知って頂きたいと、理解と支援を得るた
めに運動を
したことに
ついて溢れ
るばかりの
情熱をもっ
て話されま
したことは、
会場の皆さんに大きな感動を与えました。
参加者

☆ 阪和部合同メネット会
１１月 26 日(土) 太閤園
☆ 阪和部メネット会長会
８月 20 日(土) 南 YMCA
☆ メネットコーナーは続けて行います。

第１回メネット会参加者
初田・望月・伊藤・中野・和田林・大薮・新本・大谷
(笹川・横田・)

望月治子・笹川桂子・初田真佐子・笹川冶太郎
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HAPPY
初田真佐子
新本 力子
横田 憲子

BIRTH

１９ＸＸ年
１９ＸＸ年
１９４８年

DAY

WEDDING

７月１２日生
７月２１日生
７月２７日生

June ２００５

ANNIVERSARY

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
友人・知人にワイズの活動を知ってもらおう。
山水

西日本区強調月間

満

広報事業主任（姫路グローバル）

Kick-off EMC-C

意識の高揚 ワイズに対する情熱を高めよう。メンバー一人一人が「私はなぜ今ワイズに入っているの
か」「今ワイズで何をしようか」を、改めて考えてみましょう。YMCA の新プログラムを全力で支援し
よう。
橋崎恵子 EMC 事業主任 （（姫路グローバル）

７月−８月の予定

８月納涼例会のご案内

７月
7 月 １日（金）第２例会 サンホーム
7 月 9 日(土)〜10 日(日)西日本区役員会
ホテルクラテトン新大阪
７月１８日（月）YMCA 安全の日
７月２１日（木）例会 サンホーム
７月２８日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

8月
８月 ５日（金）第２例会 サンホーム
８月１２日(金)〜１６日(火) 東 YMCA 休館日
８月２０日（土）第１回主査会 南 YMCA
メネット会長会 南 YMCA
８月２５日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
８月２８日（日）例会 サンホーム
納涼例会

と き ８月２８日(日)
ところ サンホーム６階
じかん 午後２時から５時まで
かいひ
メン・メネット・ビジター
スタッフ・職員
リーダーOB ファミリー
ボランティアリーダー

3000 円
1000 円
1000 円
無料

納涼例会 用献品の お願い
例会時にオークションを行います。
1 家族 2 点の献品をご持参ください。

８月ゲストスピーカー予告
錦織一郎 大阪 YMCA 総主事

7 月ゲストスピーカー
今

子どもの心はどうなっているの

澤田淳子さん
社会福祉学科卒業後
民生委員児童委員主任児童委員を１０年委託される。
大阪市立中学校「心の相談室」相談員７年委託される。

Wind

From

Kawachi

もし、「何もしなくていい」と言われたらどうだろう。
ぼんやり過ごすだけで何日続けられるのだろうかと考
えます。仕事は我が生活の一部。だからこそ暮らしに
面白みや楽しみも生まれます。今期もブリテン担当で
す。よろしくお導き下さい。
(笹)

第 31 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:横田 憲子

副会長:藤井 敬子・望月 強 書 記:田中 惟介・笹川 桂子 会 計:佐古 至弘・増石
メネット会長:大谷美佐子 直前会長:初田 稔 連絡主事:宮本 修司

広之

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/
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