
 

 

 
 

 

２００５年８月報    Vol ３５９ 
 

 
２００５～２００６年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「為せば成る!」 30 年の歴史を重ねて         横田憲子 
阪 和 部 主 題「楽しく歩もうワイズライフ!」              恵美奈博光（大阪サウスクラブ） 
西日本区主題「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 主 題「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 主 題「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) 
メネット主題「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 5 章９節 

平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。 
 ― 第二次大戦の惨禍と戦後 60 周年を覚えて ― 

 

 「皆で力を合わせて」 
会計 増石広之 

 
河内クラブは今年の秋に設立３０周年を迎えま

す。大阪市内の会場を用意しての記念講演会は、

ワイズのみならず一般の方々の参加を得て、１，

０００人規模で「命について」のお話をお聞きす

る計画を立てています。講師は長崎から来て頂く

金子真介師です。テロや犯罪、事故や災害で急に

生命が奪われることもあります。また、反面日本の平均寿命は世界

一の長寿国です。限られた人生を「より心豊かに生きるために」お

話をしていただきます。 

そんな事も含めて、クラブは優秀クラブの受賞に恥じない様に頑

張らなければいけません。 

今期は二人目の女性会長でスタートをします。キャビネットやス

タッフも頑張っていますが、何せメンバーの平均年齢が上昇してい

ます。日頃の活動や、３０周年の記念事業等で若い力がクラブに加

わって頂けたら嬉しい限りです。 

今、我が河内クラブも大きな岐路に立たされています。総力を挙

げて頑張る時だと思います。皆様の協力をお願いいたします。 

 

 

 
 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２１名 ゲスト＆ビジター        １４名 ７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 １名 現金 0 円 ７月分 ７月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ３１名 累計  0 円 0 円 14,870 円

メ ー ク ア ッ プ 0 名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 ０pt 累    計 累    計 
７ 月 の 出 席 率 ７６.2％ ７月の全出席者 ４３名 累計 ０pt ０円 14,870 円

 
 

８月例会プログラム 
８月２８日(日)サンホーム 6F 

 
     司会 新本英二君 

開会点鐘       横田 会長 

ワイズソング     一   同 

聖句朗読       尾北 昇君 

会長の時間      横田 会長 

インフォメーション  各 担 当 

誕生・結婚祝     横田 会長 

ゲストスピーチ    錦織一郎氏 

  YMCA が大切に育もうとするもの 

 

第 2 部      司会 芳澤&初田君 

食前感謝       尾北 昇君 

食事         一   同 

ゲスト＆ビジター紹介 司会者 

アトラクション    フラダンス 

リーダーの時間 

オークション     田中&正野君 

ＹＭＣＡの歌     一   同 

閉会挨拶・点鐘    横田 会長 

 

今月の食事担当  丸尾・横田・大谷君 

 
８月例会担当班 B グループ 

望月・新本・笹川・箕浦・大薮・ 

丸尾・尾北・和田林 
準備の為に１２時に集合して下さい。 
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  ７月例会報告   
２００5 年７月２１日（木）１８:３０～21:00          記録 伊藤 圭介  

― サンホーム 6 階 －                

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・丸尾・横田・芳澤・初田・岩坂・伊藤・田中・ 

尾北・望月・正野・藤井・宮本・新本・笹川・ 

メネット 初田・ 

ゲスト＆ビジター 

澤田淳子(スピーカー)門田登紀子(ゲスト) 細田敦子(スタッフ)

池永聡志・中出順子・中西喬子・押川 綾・岡本頼子・高山

桃子・福島智恵・宮野絵理子・加納美樹・内藤 毅・森迫由

佳(リーダー)、 

以上  3１名 

 

司会 増石 広之メン 

横田 憲子会長の第一歩の例会で

すが、スムースに進行しました。 

 

インフォーメーション 

 

◎ 初田 稔河内クラブ直前会長、西日本区優秀ク

ラブ賞を頂きました。皆さんの努力、ご協力の

お蔭です。 

◎ 丸尾 欽造メンは西日本区組織検討委員会、初

田 稔メンは情報委員長に任命されました。 

◎ 岩坂 正雄メンは済州クラブへ３０周年の招待

状を送付、返事待ち。 

◎ 田中 惟介メン、３０周年のパンフレットとテ

ィケット２０枚の配布がありました。 

◎ 佐古 至弘メンからは前年度の会計報告があり、

承認されました。 

◎ 横田 憲子会長からジャガイモ、とカボチャの

PR がありました。 

◎ 芳澤 伸之メンは阪和部 CS 主査で、７月３１

日小倉での研修会に出席されます。 

 

ゲストスピーカー：澤田 淳子先生 

プロフイル：社会福祉学校卒業。民生委員児童委員

主任。大阪市立中学校「心の相談室」相談員。  

 

”テーマ：今、子供の心はどうなっているの” 

親は簡単に離婚し、育児放棄をする事情の中で不登

校や引きこもり無気力の子供が多くなっている。問

題児があり児童相談所で拘留されても１週間で帰っ

てくる。相談所が満員で手が回らない。親との会話

もあまりない、つまりこのような児童が増えている

のが現状です。子供同士でも死ね、とか“きっしょ

い”（気色悪い）と言い合い傷つけ合っている。カウ

ンセリングとしてはがんばりや！と言うと泣かれて

しまい、頑張ってね！と

いうと気持ちが落着く

ようだ。例、廊下を走る

なと言う否定文は使わ

ない。してくれたら嬉し

いなぁといった依頼文

にすると納得する。同時

に子供の長所を必死に

探す努力も必要です。そ

のような気配りで生き

る力を持ってもらうようにする。 

学校での問題点の模索する一方家庭訪問をして親と

面談すると高学歴の親ほど問題児を抱えています。

多分子供に過剰な負担をかけているからでしょう。

ここでの問題は自分が変わらないと駄目だと立派な

人は気がつかない、まさに核心を指摘されています。 

YMCA のリーダーも多数参加していましたが、ワイ

ズメンよりはリーダーが切実に学校で体験している

ようで実感として受け止めていたようです。 

 

 

◎ 筆記者感想：その他数々の学校での問題をお話

頂きましたが、エッセンスのみ書かして頂きま

した。先生方の苦労のお話はなさらずに淡々と

事実を述べていかれる話法には以外に説得力が

あるとともに先生方のご苦労がひしひしと伝わ

ってきました。 

 



 大阪河内ワイズメンズクラブ ２００５年 ８月報  
 

－３－ 

◇ニ ◇コ ◇ニ ◇コ ◇語 ◇録  ◇7 ◇月 ◇例 ◇会     (敬称略) 

テープ起稿 初田 稔  
マイクの調子が悪いのでソフトに喋って

ください。 

 

横田会長  私はワイズに入って

から何時も頑張って

るねって、肯定的に

皆さんに応援してい

ただいてここまで来

ま した。ハハ ハハ

ハ・・有り難う御座います。(拍手) 

澤田淳子 (ゲストスピ

ーカー) 今日なんか

場違いな所へ来てし

まった感じで、何を

話したか覚えてない

のですが、お粗末で

ございました。(何をおっしゃいます 

(拍手)) 

田中  協力会費とワイズの会費

を半年分払うとこ

れだけしか残りま

せんでした。(爆笑)

チャリーン、チャ

リーンです。すみ

ません。 

岩坂 澤田先生の

お話は参考にもな

り、勉強になりま

した。お話をお聞

きしておりまして

河内クラブのメン

バーになっていただくのにピッタ

リやなと思いますので、東淀川で

少し遠いのですが何とか考えて頂

ければ有難いなと思います。(爆

笑・(拍手) 

伊藤  私は昭和７年生まれなん

ですが、私の小学校

時代は先生に口答え

をすると、頬っぺた

をパチンと張られた

ような時代に育ちま

した。今のお話では

先生の方が子供に気を使っている

ようで、先生を神聖化していた私

達にとつてはとても理解できませ

ん。しかし、こんな状況をお話頂

いて、今後に孫との接し方に参考

になりました。 

佐古  良いお話を

有り難うございま

した。私も伊藤さん

と同年代ですが、こ

んな世の中にしたのは我々大人の

責任だと思いますが、今の親御さ

んは子供の放任が過ぎると思いま

す。私の子供は 40 歳を過ぎてい

ますが、今でも親父を怖がります。
(河内のメンバーも怖がってるよ) (爆笑)

私は平和主義者ですが軍国主義も

捨てたものではなかったなと感じ

ています。 

初田メ  私にも男

の孫が 3 人居りま

して、娘はこれから

が大変なんだろう

なと思っています。

ここに安全の日の

タッグを頂きましたが、これは思

い出があります。私の娘は当日井

藤朋子さんと同じ班で泳いでおり

ましが、川に沈んだのが分からな

かったと申しておりました。当時

にお葬式に参りましたが、出棺の

ときに朋子さんのお母さんが「朋

ちゃん 行かないで」と霊柩車に

すがって泣いていた光景が今でも

忘れられません。 

門田さん (横田会長の

娘さん) いつも母が

お世話になってお

ります。子供はまだ

なんですが、自分の

子供は責任を持っ

てちゃんと育てなければいけない

なと思いました。(拍手) 

芳澤 ここに「ホット毎日」とい

うミニコミ紙があ

ります。これは毎日

新聞に月に２回入

っている東大阪を

主体にしたもので

す。ここの編集委員

をよく存じ上げておりまして、今

度の３０周年記念講演会の金子真

介さんのお話をしたところ、「良

かったら載せてあげるよ」との事

です。(オー (拍手) ご報告です。 

尾 北  先 日 、 東

YMCA の職員会が

ありましてその時に

枚岡協会の牧師が育

児について話されま

したが、怒られ、虐

待されて育った子供はやはり不安

定な状態で育つ、褒められ、愛さ

れた子供は回りに気配りが出来る

と話されました。私も含めて職員

は褒めることに重点を置いて活動

をするように心がけます。 

望 月  今 年 は

EMC の委員をさ

せて頂きます。今

日は少し参加者は

少ないようですが、

本日の先生の言葉

は全てに当てはまります。例会も

休めば次に出席するのが大変勇気

がいります。今年の西日本区の橋

崎 EMC 主任さんから沢山の書類

がきておりますが、これを全て実

行すればクラブが潰れるか、大発

展するかのどちらかです。(爆笑) 

丸尾  今 子供の心はどうなっ

ているのかと覗こ

うとすると、その

子供の親と一緒に

見ないと見えない

と思います。昔か

ら言われますが、

瓜の蔓にはナスビは生らないのか、

鳶は鷹を生まないのか、蛙の子は

蛙なのかちょっと解らなくなって

きます。私の家内は留守家族の子

供を預かる仕事をしていますので、

それぞれの家庭の様子を垣間見る

ことがあるんですが、社会的な肩

書きにおいて立派な家庭、権力的

な立場にある家庭の子供は案外手

を付けられない状態にあるのが高

いと思われます。奉仕クラブに関

わっている我々としましては、自

らの生き方において子供や孫達を

きちんと育てるのがワイズメンの

誇りだと考えます。 

藤井  子供を見る

のにはその親御さ

んを見ればどんな

子供かは判ると思

います。私も仕事を

していますので、親

御さんが「有り難う」と云えば子

供も同じように「有り難う」とい

います。子供を育てる場合は親が

しっかりせんといかんなと、毎日

そんなことを見て感じております。 
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新本 今日は土佐堀で会合があ

り遅くなりました。

今日は家内の誕生

日でしたが、会合

かあるので同伴し

ませんでした。大

阪 YMCA と済州

YMCA とは音楽の交流がありま

して、今年は済州 YMCA へ行く

ことになりまして、私に一緒に行

くようにとの要請がありました。

８月の２２日から２３日に行っ

て参ります。 

増石  先生のお話

をお聞きして子供

の心だけでなく、大

人もひっくるめて

人間の心はどうな

っているのと感じました。もう子

供だけの問題ではなさそうです。

３０周年に向かって動き出しま

したが、特に問題が無かったらカ

メラマンをさせて下さい。(拍手) 

初田 横田さんごお疲れ様です。

チョット緊張され

たでしょう。私はゆ

っくりさせて頂き

ました。どうも一年

間有り難うご座い

ました。(拍手) 

正野  先月は久し

振りに旅行をして

開放感を堪能して

帰りましたが、本日

の先生のお話をお

聞きして複雑な思

いです。子供は如何

しているんだろうと、旅行気分も

醒めて思わず思い出してしまい

ました。私は東淀川区内に住んで

おりますので、東淀川から充分通

える距離にありますので、もしよ

ろしければ私がご案内させて頂

きます。(爆笑) 

笹川 私の今までの経験で 3 人

の 引 き こ も り の

方々との出会いが

あります。子供の

心は難しいと思い

ます。 

大人になって、私

を育ててくれた父母のことを思

い出します。 母は大変厳しかっ

たです。しかし、その分父は真綿

の愛で包んでくれました。だから

ひがんでいるようでもひがまな

くて良くなった自分というもの

があるなと思います。一番大事な

のは両親だということはどの時

代になっても変わらないのだと

思いました。 

宮本  昨年度の事

業委員長のことで

先程名前を全然覚

えてなかったんで

すが、載っていまし

た。スミマセン。(爆笑)昨年は決

意表明が無かったので・・・・今

年は決意表明があったので是非

頑張ります。それと今日のお話で

子供達を変える前に親が変わら

なければならないと良く判りま

した。リーダー共々考えていきま

す。 

本日のにこにこ 14870 円で

した。ご協力に感謝します。 

 

 

大阪なかのしまクラブ 

今井さんからのメッセージ 
 

なかのしまの支援目標のミャ

ンマーへの洋裁用品のご寄附に

多大のご協力いただき感謝です。

細かいリストもミャンマーに届

けました、港区の倉庫で首を長く

して待つご好意の塊達です。後は

発送許可を待っています。御礼と

共にご報告させていただきます。 

 

✿９月例会に“ミャンマー理解”

山路和家子さん帰国報告があり

ます。 

 

 

 

 

大阪東 YMCA 運営委員長を 

お受けするにあたって 
２００５年 7 月１日より東 YMCA の運営委員長をお受けする

ことになり、高齢者の私が２年間の重責を果たせるか少し不安で

すが、東 Y 会員・大阪河内ワイズメン・東 Y ウエルネス・東 Y

特養サンホームの方々にご協力を頂き、東 Y 全体の運営を皆様と

共に進めて行きたいと思っています。又プログラムやイベント等

について新しいご意見を頂ければ幸いです。今後ともご協力をお

願い申し上げます。 

２００５年 7 月１日 

東 YMCA 運営委員長 

佐古至弘 

本年度の大阪東ＹＭＣＡ運営委員会は次の方々が就任されました。

役 職 氏 名 所     属 

運営委員長 佐古 至弘 河内ワイズメンズクラブ 

委員 池畑 佳子 協力会員・リーダーＯＧ 

委員 尾北  昇 館長・施設長・河内ワイズメンズクラブ 

委員 笹川 桂子 河内ワイズメンズクラブ 

委員 正野 忠之 〃 

委員 島村 祐二 協力会員・リーダーＯＢ 

委員 新本 英二 河内ワイズメンズクラブ 

委員 筒井 幹夫 協力会員・元メンバー保護者 

委員 中野 義彦 河内ワイズメンズクラブ 

委員 初田  稔 〃 

委員 増石 広之 〃 

委員 丸尾 欽造 〃 

委員 横田憲子 〃 

委員 宮川 昌子 協力会員・リーダーＯＧ保護者 

出席義務者 宮本 修司 スタッフ・河内ワイズ連絡主事 

出席義務者 菅  秀晃 スタッフ 
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河内クラブ決算報告書 
2004.7～2005.6 

収入の部 科目 予算額 実行額 実行率 全体比率 

 前期繰越金 0 0  

メンバー会費 1,260,000 1,220,000 96.8 55.4

主事会費 10,000 10,000 100.0 0.5

特別メネット会費 60,000 60,000 100.0 2.7

新規入会金 30,000 0 0.0 0.0

新規会費 90,000 0 0.0 0.0

会費 

ビジター会費 50,000 48,500 97.0 2.2

物産販売 350,000 355,420 101.5 16.1

ニコニコ 200,000 242,936 121.5 11.0

オークション 100,000 144,060 144.1 6.5

その他雑収入 50,000 97,990 196.0 4.5

雑収入 

BF 入金 42,220 0.0 1.9

 収入合計 2,200,000 2,221,126 101.0 101.0

 

支出の部 科目 予算額 実行額 実行率 全体比率 

西日本区会費 294,000 294,000 100.0 13.4

連絡主事会費 4,000 4,000 100.0 0.2

特別メネット会費 16,000 16,000 100.0 0.7

区大会支援金 12,000 12,000 100.0 0.5

阪和部費 44,000 44,000 100.0 2.0

CS・TOF・FF・BF 負担金 141,600 163,812 115.7 7.4

会費 

西日本区への入会金 19,500 0 0.0 0.0

例会食事費 230,000 259,816 113.0 11.8

納涼例会補助金 60,000 83,436 139.1 3.8

クリスマス例会補助金 60,000 0 0.0 0.0

一泊研修会補助金 50,000 39,938 79.9 1.8

リーダー招待費 50,000 48,856 97.7 2.2

ゲスト謝礼 80,000 45,000 56.3 2.0

会場費 120,000 120,000 100.0 5.5

例会費 

会議費 20,000 0 0.0 0.0

事務費 15,000 11,310 75.4 0.5
事務費 

通信費 15,000 6,000 40.0 0.3

会員名簿(西) 45,600 41,800 91.7 1.9

会員名簿(東) 1,600 1,600 100.0 0.1物品費 

誕生・結婚祝 70,000 58,000 82.9 2.6

会長交際費 25,000 25,000 100.0 1.1

慶弔費 50,000 40,200 80.4 1.8

次期研修会費 25,000 4,000 16.0 0.2
交際費 

阪和部主査協力費 10,000 10,000 100.0 0.5

YMCA サポート活動費 270,000 282,020 104.5 12.8

サンホームサポート費 110,000 135,352 123.0 6.2

ブリテン制作費 120,000 106,000 88.3 4.8

ブリテン郵送費 120,000 85,440 71.2 3.9

メネット事業費 50,000 50,000 100.0 2.3

事業費 

事業活動費 50,000 120,509 241.0 5.5

予備費 予備費 21,700 15,655 72.1 0.7

その他 次期繰越金 0 97,382 0.0 3.6

 支出合計 2,200,000 2,221,126 101.1 101.0

 

未集金   40,000        仮払金 141,330(30 周年会場費) 100 万予算より支出 

期首残高 1,844,116        期末残高 1,800,168 

                                    

上記の通り報告いたします。 

  監査の結果適正と認めます                        会計 佐古至弘 

  平成１７年 7月２１日                          増石広之 

      会計監査 中野義彦 
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 第 31 期第 2 回役員会  
２００５年 7 月 28 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  Youth Activities  

 
出席者 横田・佐古・望月・初田・芳澤・増石・丸尾・

尾北・宮本・田中・新本・大谷 

 

8 月例会 納涼例会 

8 月 28 日（日）・サンホーム 

担当：B グループ  望月・新本・笹川・箕浦・ 

大薮・丸尾・尾北・和田林 

ゲストスピーカー 

錦織一郎 大阪 YMCA 総主事  

「YMCA が大切に育もうとするもの」 

  

例会役割分担 
 司 会 第１部 新本君  第２部 芳澤君・初田君   

 聖句朗読 尾北君 食事手配 丸尾・横田・大谷君   

 食膳感謝 尾北君 

 ニコニコインタヴュー 笹川君 

受付 会計１名・笹川君   

献品受付・オークション 正野君・田中君 

 

９号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく       田中惟介君 

役員会報告          田中惟介君  

例会報告           丸尾欽造君   

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)  丸尾初子さん 

にこにこテープ起し      笹川桂子君 

巻頭言            岩坂正雄君 

 

審議事項・連絡事項 
★ ８月例会プログラム検討・ 
  食事に関して・・・ 丸尾君の企画による。 

  アトラクションに関して・・リーダーの時間設定する。 

  オークションに関して・・・ 

約１時間 若干のアローワンスを認める。 

事前に商品を展示する。 

    つり銭を用意する（担当 横田会長） 

  オークション献品受付票及び会費領収書作成初田君 

★  ９月例会のゲストスピーカー・・小瀬弘之君 

  １０月例会のゲストスピーカー・・今関信子さん                       

★ ７月３０日 五百石公園夏祭 

（自治会主宰）に関して・・・ 

ウエルネススタッフ・リーダーに Y サービス予算  

￥１０，０００補助。  

＠ ３０周年記念例会準備情況 
   チケット・ちらし完成。販売・配布を開始。 

   大判白封筒を作成する。 

   クラブ訪問を８月から開始する。ご協力ください。 

   右記に阪和部各クラブの例会日を記載します。 

 

 

８月阪和部各クラブ例会日 
2 火 大阪サウス例会 

3 水 大阪長野例会 

6 土 奈良納涼例会 紀の川例会 

11 木 大阪堺例会 

18 木 和歌山例会 

20 土 大阪サザンスカイ例会 

23 火 大阪泉北例会 

26 金 田辺例会 

同行できる方は田中実行委員長までご連絡ください。 

沢山のメンバーの協力をお願いします。 
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韓国 済州クラブ 

宋 丁彦 様からの手紙 

 

さみだれの雨が降ったり止んだりうっとうしい

日々が続いています。でもその中に大自然の濃い緑

が一層鮮やかに映える希望の 7 月です。岩坂先生、

そして河内クラブの皆様つつがないのでしょうか。

７年の月日が流れましたが、六甲山での楽しい合同

例会とキャンプ・・・・その面影が今でも瞼にちら

ついて懐かしさで胸が一杯です。この度は余りにも

長らく御無沙汰致しました。申し訳け御座居ません。

実は０５－０６年期の役員交代式があり、新しい会

長の事業プランが立つのを待っていたのです。７月

の例会で全会員の意を伺う順序です。３０周年祝の

旅行プランが成せば即刻ご連絡いたします。長らく

のお待たせをご了承下さいませ。毎月の河内ブリテ

ン本当に有難うございます。寄稿・編集・発行に到

る繁忙な業務をやりこなす全会員の協調と努力、実

に底知れぬ底力と表現して河内の皆様に賞讃を贈る

次第で御座います。同封いたしましたブリテンをご

参照して下さい。８月の亜細亜大会にどうかご参加

頂けますよう祈っております。先ずはお詫びを兼ね

て乱筆で失礼致します。ご自愛の程お祈りいたしま

す。 

２００５年 7 月１２日 

宋 丁彦 

 
 

 
 

 
 

 
 

あなたの奥底に眠る心理に迫るテストです。 

 

テスト： あなたは今、危険な森の中に入ろうとし

ています。下の表にある６匹の動物を連れて入るの

ですが、森を出る時には１匹しか連れて出る事が出

来ません。さて、１匹ずつ順番に置いていくとした

らどの順番で置いていくでしょうか。 

 

   

   
 
さて貴女は何を最初に捨てたのでしょか 

 
解答は９頁にあります 

 

スタッフのバーべキュー・パーティー 
 

 

 ７月２０日(夕)。ワイズメンが招待戴き

ました。三つのテーブルに四個の炭火の

セッティング。食材が用意されサンホー

ムの屋上はパーティー会場と化しました。

参加者スタッフ、ウェルネス、ボランティア、三人

の入居者そして弾ける声はリーダー達です。焼肉の

いい匂いもさる事ながらスタッフ代表葛島さんの乾

杯の音頭が始まりしゃべって、飲んで食べて歌ゲー

ムに５～６０人が夏の夜のひとコマを楽しむことが

出来ました。このようにして人の心を動かし人の和

をつくり出す、協力の輪が広げることが出来る素晴

らしいサンホームの益々の発展を願いつつ‥。空に

はポッカリ浮かんだお月様、明日は満月～。 
（ワイズ参加者・横田・初田。田中・笹川） 
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１、 イキイキ健康生活セミナー 

第１回は、７月２７日（水）に開催され、サンホームの大間知健史医師が『認知症ってなぁに？①～ボケ

てないって言うけれど～』というテーマでお話をされました。２１名の参加者があり好評でした。次回は次

の通りです。是非ご参加ください。 

 回 日    時 内         容 

第２回 
８月２６日(金)  

１４：００～１５：１５ 

『認知症ってなぁに？②～ボケとの上手なお付き合い～』 

東大阪市西保健センター 保健師 

 

大掃除デイ 
 YMCA サンホーム大掃除デイには毎年たくさんの方々にご参加いただき感謝しております。２００５年度

も下記の通り行います。入所者利用者の家族、ボランティア、スタッフ、ワイズメンが一緒に汗をかき、入

所者・利用者・メンバーが気持ちよく過ごせる環境づくりを致しましょう！ご協力お願いします。 

    日時 ２００５年９月４日(日) １０：００～１３：００ 

 

 

夏といえばキャンプ！！ 
 

日に日に暑さが増して来ていますが、皆様いかがお過ごし

でしょうか。 

１学期のプログラムも無事に終了し、子ども達にとってまちに待った夏休みが始まりました！！ 

夏といえばキャンプ！！今年も、２泊３日で阿南海洋センターに行く阿南元気いっぱいキャンプ・１泊２日

で六甲山ＹＭＣＡに行く六甲チャレンジキャンプ・日帰りでいろいろな場所に行くデイキャンプ・サッカー

キャンプなどたくさんのキャンプを予定しています。 

今、事務所ではキャンプに向けてリーダー・スタッフ一緒になってどんなキャンプにしようかとミーティ

ングを重ねています。初めて参加するお友達も、何度も参加してくれているお友達も、みんなが「楽しかっ

た！！また行きたい！！」と笑顔で話してくれるようなキャンプを作っていきたいと思います。 

また、キャンプを通して子ども達の成長を皆さんと共に見守っていければ幸せに思います。 

                               大阪東ＹＭＣＡ 細田 敦子 

 
 

奈良 YMCA 総主事就任式に出席して 
                  初田 稔 

 

 7 月１8 日、奈良商工会議

所において、奈良 YMCA 総主

事就任式があり、同盟総主事

や横浜 YMCA 総主事、大阪

YMCA総主事並びに大和郡山

市長などお歴々が一堂に会し

て厳粛にかつ和やかに執り行

われました。 

奈良 YMCA 総主事はご存知の前のサンホームの施設長で、河内クラブのメンバ

ーであった嶌岡正明さんです。職責としては４月１日から赴任をしておりましたが、

本日、公式に総主事としての認知を受けました。色々と大変だとは思いますが、き

っと元気な奈良 YMCA を育てて下さるものと期待しております。河内クラブの岩

坂正雄君が励ましの言葉と楽しいエピソードをスピーチされました。体に気を付け

られて職務を全うして下ることを祈念いたします。おめでとうございました。 
  

 

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!! 
“３０周年まで 8 月例会日から数えて 77 日” 
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「私の独り言」  
「ありがとう」       増石 民子 

 

今、我が家は、息子二人もそれぞれ独

立して、年寄り 3 人になりました。 

私の母は 92 歳です。お蔭様で、毎日

一人で病院やら、スーパーに買い物にも行けるので有

り難く思っています。でも、やはり一番感謝したいの

は主人です。最初からず～と私の母の面倒を、優しく

思い遣りの心で接してくれたからだと思い、母も安心

して気兼ねなく暮らせてこれていると思います。私は

いつも主人に(ありがとう)って大声で言いたいのに、

なかなか言えない自分の性格に腹立ちを覚えます。 

いま、大事なこのページをお借りして言わせて下さ

い。 

 

お父さん! 小さな背中にまだ二人ものしかかって

重たいでしょうが、一歩、一歩、ゆっくり歩いて行き

ましょう!!。いつも(ありがとう)長生きしてね。 
 

 

８月納涼例会 

エンターティナー紹介 
 

私達はフラ・ハラフ・オ・カ

レイレフアの生徒です。師匠の

レフアとも子先生は、日本でフ

ラダンス普及の第一人者であり、今年で２０年を迎

えます。 

私達の直接の先生は、師匠の愛弟子である多田真理

子先生で、大阪厚生年金会館で水、木曜日午後１時

から授業されています。 

合同参加するメンバーは６名、フラ歴は 3～６年で

す。 
メンバー 

松角博子様・市田幸子様・小倉百合子様・ 

神田和子様・竹下敏子様・渡辺啓子様。 

 

 

 

心理テストの解答 
 
結果： 動物はあなたを取り巻く環境や人を象徴し

ています。置いていく順番はあなたが人生

において不必要だと思うものの順番になり

ます。以下、それぞれの動物が表す象徴で

す。 

✿猿→子供    ✿虎→お金 

✿犬→友達    ✿象→両親 

✿熊→権力    ✿孔雀→恋人 

さて貴方は何を最初に捨てたのでしょか 

 

ストレスとプレッシャー 
  

               初田 稔 

「ストレスとプレッシャーについてどう

考える？」 

「なんや、急に。私にはどっちも好きな言

葉やないなぁ」 

「ストレスとプレッシャーは本質的には違うもんな

んやろう？」 

「ストレスはどちらかと言えば悪い要素ばかりで、

プレッシャーには良い要素も含んでるんとちゃう

か」 

「どんな具合に」 

「ストレスには負荷ばっかりの意味があ

るように思うけど、プレッシャーには自分を奮い立

たせる面もあると思う」 

「どんな時に」 

「何かをしなければならないと言う時のプレッシャ

ー（私は緊張感と解釈する）は「ヤル気」や「元気」が

出てくるし、「希望」も生まれてくる」 

「なんとなく解る気がする」 

「日常生活においても常に緊張感はある。自分が意

識していない部分が多いだけやと思う」 

「時によってはプレッシャーも必要なものではない

やろか。大きなプレッシャーは心の張りを高め、自

分自身を活動させる働きをさせると思う」 

「それは言えるな、何事においても緊張感が無くて

は物事がうまく運ばない」 

「それでストレスは？」 

「悪い事は言わんとこ。ストレスは早く忘

れることや。あんまり楽しくないからな」 

「精神科医みたいなこと言うな」 

「そう、もうだいぶ悟ったからな」 

「その気持ちが生活にでてたらいいのに‥」 

「‥‥‥‥‥」 

 

♪粗大ゴミや濡れ落ち葉にならない為に、

心に緊張感を持って毎日を過ごしたいも

のです。♪ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ホワッと温かいコーヒーの香りが

救われた気持ちを戴いて 

ストレスもプレッシャーもいっぱい

詰め込んで膨張した頭に、ほな

“さよなら～”       マスター
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HAPPY BIRTH DAY       WEDDING ANNIVERSARY 

藤井  中 １９ＸＸ年 ８月 ５日生         結婚記念日の方はおられません 

中野 義彦 １９４１年 ８月２２日生 

尾北 松子 １９ＸＸ年 ８月２４日生 

 

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 満 広報事業主任（姫路グローバル） 
             西日本区強調月間  Youth Activities  

国際においてユース・ワイズメンズクラブの設立が承認されました。できれば各部単位で、実働するユ

ースクラブの設立に向けアクションを起してください。ユースワイズメンは未来のワイズメン。ワイズ

と YMCA の夢と希望です。         高橋秀樹ＹＭＣＡサービス・ユース事業主任 （京都グローバル） 

                       

 
        

          ８８月月－－９９月月のの予予定定 

 

88 月月   
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２２日～２８日 アジア大会 

８月２８日（日）例会 サンホーム 

             納涼例会 

９９月月   
９月 ２日（金）第２例会 サンホーム 

９月 ３日（土）EMC シンポジウム 南 Y 

午後２時から５時 

９月 ４日(日)サンホーム大掃除 

９月 ４日(日)九州部部会 

９月 11 日(日)京都部部会 

９月１５日（木）例会 サンホーム 

９月１７日(土)阪和部部会 南 YMCA 

11:00～14:30 

９月１８日(日)中部部会 

９月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

９月２４日(土)旧西部部会 
     六甲部・瀬戸山陰部・西中国部 

 

 

8 月ゲストスピーカー 
“YMCA が大切に育もうとするもの” 

錦織一郎 大阪 YMCA 総主事 

  

８８月月納納涼涼例例会会ののごご案案内内  
 
と き ８月２８日(日) 

ととこころろ  ササンンホホーームム６６階階  

じじかかんん  午午後後２２時時かからら５５時時ままでで  

かかいいひひ    

メメンン・・メメネネッットト・・ビビジジタターー    33000000 円円  

ススタタッッフフ・・職職員員              11000000 円円  

リリーーダダーーOOBB  フファァミミリリーー      11000000 円円  

ボボラランンテティィアアリリーーダダーー        無無料料  

  

納納涼涼例例会会用用献献品品ののおお願願いい  
例例会会時時ににオオーーククシショョンンをを行行いいまますす。。  

11 家家族族 22 点点のの献献品品ををごご持持参参くくだだささいい。。  

  

  

９９月月ゲゲスストトススピピーーカカーー予予告告 
小小瀬瀬弘弘之之君君  大大阪阪東東 YYMMCCAA リリーーダダーー  

ススリリラランンカカででのの体体験験談談  

  

  

   Wind�From�Kawachi 
 
久し振りの編集後記に戸惑っています。 
編集長にハッパをかけられ、少しでも面白い紙面にと 
試行錯誤をしておりますが、なかなか思い通りの紙面 
を作るのは骨が折れます。少しでも皆様に面白さや親 
しみが感じられるように頑張ります。 
                   (編集子) 

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 広之 

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 

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/ 


