
 

 

２００５年９月報    Vol 360 
 

 
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!」                  惠美奈博光（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】 コリントの信徒への第２の手紙 ９章 6～7 節 

惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈り入れもわずかで、惜しまず豊かに蒔く

人は、刈り入れも豊かなのです。各自、不承不承ではなく、強制されてでもなく、こうし

ようと心に決めたとおりにしなさい。喜んで与える人を神は愛して下さるからです。 
 ― 30 周年事業の達成のために ― 

 

 「私たちにとって実りの秋」 
             

交流委員長 岩坂正雄 

 

７月から９月にかけて、私の心に刻まれている夏

の想いは、―――１９７６(昭和５１年)７月１８日の

東 YMCA 野外活動における水死事故、１９４５(昭

和２０年)８月１４日(終戦前日)の JR 京橋駅で受け

た大爆撃、そして１９３４(昭和９年)９月２１日の室

戸台風による台風水害。人災であれ、天災であれ、人間の命の尊厳に係

わる体験として心の奥底で息づいています。 

 今年、YMCA の基本方針を受けて私たちは、クラブ３０周年記念事

業として「命の尊厳を守るキャンペーン」を展開しています。 

それは１１月１３日の当日の行事よりも、その”行事”のための準備と

啓発・広報の活動に意義があります。 

 大阪市および東大阪市の教育委員会や、関西いのちの電話、近隣

YMCA などが後援協力をしています。ワイズの仲間だけでなく、マス

コミ、ミニコミ、学校、病院、地域諸団体、教会など周辺に呼びかける

場はいくらでもあります。 

実りの秋に向かってクラブ員全員で頑張りましょう。 

 
 

 

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        ３８名 ８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 １１名 現金 0 円 ８月分 ８月分 
会 員 出 席 者 １３名 例 会 出 席 者 ６２名 累計  0 円 0 円 0 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １０名 切手 ０pt 累    計 累    計 
８ 月 の 出 席 率 ７１.4％ ８月の全出席者 ７２名 累計 ０pt ０円 14,870 円

 
 

 

9 月例会プログラム 
９月１５日(木)サンホーム 6F 

 
     司会 山内信三君 

開会点鐘       横田 会長 

ワイズソング     一   同 

聖句朗読       佐古至弘君 

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       佐古至弘君 

食事         一   同 

 

ゲストスピーチ    小瀬弘之君 

   スリランカの笑顔と希望 

 

誕生・結婚祝     横田 会長 

ニコニコアワー    初田&初田メ 

ＹＭＣＡの歌     一   同 

閉会挨拶・点鐘    横田 会長 

 

今月の食事担当  藤井敬子君 

 
９月例会担当班 C グループ 

田中・山内・正野・佐古・藤井・ 

初田 
準備の為に６時に集合して下さい。 
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  ８月例会報告   --サンホーム 6 階 －      
２００5 年８月２８日（日）１４:００～１７:30                         記録 丸尾 欽造  

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・丸尾・横田・芳澤・初田・田中・尾北・藤井・ 

宮本・新本・笹川・山内 

メネット 初田・伊藤・大薮・田中・大谷・新本・ 

ゲスト＆ビジター 

山田 豊・東 正美・撫養美弥子・吉村佐知子(和歌山クラブ) 

松岡虔一(サウス) 錦織一郎(大阪 YMCA 総主事)・横田充宏 

松角博子他５名(フラダンス)・辻井まどか(サンホーム V)?・清水優美 

稲毛延香・上村五月(サンホーム)・菅秀晃・大塚由美・細田敦子・

伏見祐子・森秀範・吉田牧・川本かおる・大岡育代・大島喜子(東 Y) 

大谷聡・ゆき・幸輝・健人・大谷美由紀(大谷ファミリー) 

池永聡志・中出順子・松岡佑将・押川 綾・岡本頼子・高山

桃子・福島智恵・村上加奈太・加納美樹・横江香津子・小瀬

弘之・田中なな・(リーダー)、 

以上  ６２名 

 

８月納涼例会に思うこと 
 

席・参加者は、６2 名の多くを数えた。夏季プログ

ラムを終えたあとの整理に忙しいリーダー諸君も

ほぼ全員参加してくれたのは特筆ものだ。小瀬リー

ダーがスリランカで興じたゲームで盛り上げてく

れたのは愉快であった。 

ＹＭＣＡスタッフの人たちの参加が多かったのは必ず

しも錦織一郎総主事の出席によることだけとは思わない

が、我々がスタッフの方々との信頼関係を示唆する上でも、

これは嬉しいことである。 

例会日を共に同日に定めている和歌山クラブからクラ

ブ訪問を受けることは容易ではない。たまたま今月は例会

日を変更したことで、４名さんのご来駕をえて花を添えて

いただくことができた。何年かに一度の彗星を観るかの如

き回帰現象とでも言うべきか。  

大きなお働きをいただいたのはメネットの皆さん方だ。

オープンサンドイッチや涼感あふれる冷やしソーメンな

ど見事にセットしてくださった。他人行儀な仕出し料理に

加えて、心と愛を添えてくださった効果は大きく、ご奉仕

に感謝して拍手を送りましょう。今からでも遅くはない、

「全員、起立、礼」。 

ちびっこ軍団・大谷ファミリーの大挙ご来会は３０年前

のクラブ設立当時の再来である。懐かしきかなこの光景、

である。 

元少女の方々６名によるフラダンスチームの皆さんの

応援参加をいただき、フラ（ダンス）で会場を盛り立てて

下さった。いつの間にか会場あちこちでも踊り出すに至っ

て、老いも若きも安価なハワイ旅行に早変わりとなった。

メンの着ていたアロハシャツもその時は出番がきたとば

かりにビカビカに輝いていた。さて、会員は１３名の出席。

９名の欠席が気になるが、欠席者ひとりひとりの状況が伝

えられることはなかった。 

織一郎総主事が、「ＹＭＣＡが大切に育もうとする

もの」と題して、希望と願いを込めたお話をされた。

前段、社会的な話題などで聴く者の心を誘導しつつ、

視線の矛先は「ボランティアリーダー」に、そしてリンク

する「ワイズメンズクラブ」へ向けられた。すべての若者

が自覚と姿勢をもってあらゆる機会にリーダーシップト

レーニングに向かって欲しいこと。それを育むためにスタ

ッフ共々、ワイズメンズクラブが一歩踏み込んだ環境づく

りと支援の手だてを講じていただければ、との思いを願い

に繋げて口調も強く語られた。総主事の理想とする「さり

げなく温かいワイズメンズクラブ」とは、いかにあるべき

か、それが問題だ。 

我々が、リーダーのために本当になさねばならないもの

とは何なのか。一度、リーダー・スタッフ・ワイズの三者

で熱く語り合ってみたい。Ｙサ委員長としてお膳立てをせ

ねばなるまいか。 

事のメニューについてはどうだったろうか。外注と

メネットによる手作りなどの構成で種類も多岐に

わたり総量も充分であった。５０名を想定しての準

備であったが、それでも食べ残しが出たのは課題として残

った。色んなご意見をいただいて今後に備えたいと思う。

通常の例会にも活用できるものとしてオープンサンドな

どは有望と予感させられた。さて、立食でのひとときは大

切な交流の場でもある。定点から移動しない滞留現象が見

受けられたが、願わくばメンは出来るだけ多くの人たちと

交流し、語り合うように努めたいものである。 

ークシヨンは田中惟介君のキャラの裏に隠れてい

たナイーブな一面と前捌きの良い進行は好感がも

てた。今年の特徴として、一品種多数グッズが多

く見受けられたことと、売り手が処し難い提供品

が無かったことは雰囲気の維持や進行に効果的であった。

品数も適当と思われる範囲であったが、提供者の偏りは好

意として受け止めたい。時間がややかかりすぎたのはやむ

を得ないことか。ワイズにおけるオークシヨンの原則とし

て、「提供者も購入者も両者一両損」の理論が達成できれ

ば幸いであろう。 

涼例会のプロジェクト委員長として小生が、Ｂグル

ーブとメネツト会と共に例会担当させていただい

た。クラブからの予算と参加者の登録費でその全て

が賄われる独立採算制なので、しっかりとした予算案の確

立が欠かせない。幸いにも役員会で予算案の承認をいただ

き、それぞれの役割に従って準備を進めた。 

結果として、収支面においては精度の高い実績遂行となり、

一部の支出科目の削除によるプラスも加わって４２，４０

３円の黒字を計上することが出来た。 

これでいいのだろうか。例会は、本来、利益を出すことを

目的として特に求められていない（赤地は論外だが）と理

解するならば、今回、会費が適切であったか、それとも会

費に見合った企画がなされていたのか、と問われることも

念頭に置かねばと思う。その反面、予算のほとんどを占め

る食事費の部分でメネットさんの手作りと横田憲子会長

からの食材提供などのお働きによる貢献度があることを

決して忘れてはならないと感謝している。黒字でよかった

んだよね。小さな発見としてテーブル中央に置かれたレイ

の束は多彩な色合いで思わぬ飾りとなったことやプログ

ラムを印刷したワイズ団扇などは、今回あたらしく持ち込

まれたアイデァとして好評であった。 

司会者、第一部・新本英二君、第二部・初田稔君、芳澤伸

之君の円滑な進行にも関わらず、閉会がほぼ３０分遅れた

のは、神様の悪戯としておこう。 
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納涼例会フォト報告 
No 1 
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納涼例会フォト報告  
No 2 
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テープ起稿 笹川桂子 (敬称略) 

 

 

錦織一郎（大阪 YMCA 総主事）です・・楽しいひと時を有

難う御座いました。言いたい事を言わせてもらい、喋りた

い事を喋らせて頂きました。有難う御座いました。 

松岡虔一（大阪サウス）です・・フラダンスを踊る事が

出来てとても楽しかったです。これからフラダンスを習い

ます。（S・お体にきっといいですよ。）（S・トントン‥東さん～

ご感想を一言お願いします） 

東正美((和歌山クラブ)です・・今日はほんとに楽しかっ

たデ~ス。少し若返って帰れるかナ？ウフフ‥ 

撫養美弥子((和歌山クラブ)です・・（S・遠い所をようおこ

し～）有難う御座いました。楽しかったです！ 

吉村佐知子((和歌山クラブ)です・・今日はとっても楽し

い会でした。有難うございました。 

山田豊((和歌山クラブ)です・・今日は本当に楽しかった

です。この前はクラブに沢山来て頂いて有難う御座いまし

た。（S・またいらしってくださいね）  

（S・ここに大谷ファミリーが～こんにちは！） 

大谷コメット、マゴメットです・・こんにちは、今日

は楽しませていただきました。（S・ひさしぶりですか。いら

しっしゃたのは？）エ～とクリスマス例会の時に毎年来させ

ていただいていますが、夏は初めてですね。（S.・又来てく

ださいね。ハイ、横田さんも久しぶりです、ようこそ） 

横田允宏です・・ほんと久しぶりに参りました。ご無沙

汰しています。楽しい一日を過ごさせていただき有難う御

座いました。 

フラダンスの松角です・・有難うございました。初め

て参加させていただきました。こんな楽しい会合だと知り

ませんでした。また呼んでくださいね。お願いいたしまぁ

～す。 

フラダンスの市田です・・有難う御座いました。楽し

かった！こんなに楽しいとは、ほ～んとうに‥‥素敵でし

た。 

フラダンスの神田です・・ぁ~~ぁ今日は有難う御座い

ました。楽しかったです。来年も来たいです（S・うわぁ、

満面の笑顔をありがとう！） 

フラダンスの小倉です･･楽しかったですウ～有難う御

座いました。来年も来たいデ~ス。 

菅秀晃です。・・今年も楽しませていただきました。夏

の疲れもしっかり取れて～。有難う御座います。 

大岡育世です・・メッチャっ楽しかった！！毎年来ます 

横江香津子です・・フラダンスがとても良かったです。

一緒に踊っていて楽しかったです。 

小松奈菜です・・夏の終わりに楽しめました。有難う御

座います。 

清水優美です・・すごーく楽しかった。フラダンスやオ

ークションのエプロンも売れてよかったなぁ！そしてオ

ープンサンドが美味しかったし、皆面白い人たちが一杯。

また連れてきてね、おばちゃん。（S の知人で小６年のお嬢で

す。今日はお手伝いも有難うネ。）  

 
≪感≫ 美男美女の若さにも負けず劣らず???・・ワイズ

メンズ&メネット達仲間も皆弾ける笑顔とお喋りをしな

がら会場を後にされました。ご参加ご協力をほんとうに有

難うございました。 

８月例会 オークション集計表 

 

 

沢山の献品とお買い上げを頂き感謝です。またご協

力を頂きましたゲスト&ビジターの皆様にも心より

感謝いたします。 

 

 

 

提供者 商品名 購買者 金額 

山内信三 1250

松岡虔一 1250ドイツワイン 

菅 1250

フランスワイン 渡辺 1700

鮎の姿煮 新本英二 1500

横田憲子 

フィラ小物 10 名 5500

クッションカバー 撫養 700
佐古至弘 

フェイスタオル 錦織 500

中国酒 初田稔 1500

自家製酢ラッキョ 松角・東 1400伊藤圭介 

布団カバー 横田憲子 2000

田中惟介 シンゴジゥム 3 名 2100

羊羹詰合せ 竹下 700
山内信三 

醤油 笹川桂子 2000

タオルケット 松岡虔一 500

パプリカ 2 名 500

トウガラシ 6 名 600
新本英二 

植木鉢付 2 名 1000

食品 5 点 松角 1050

T シャツ 3 名 3600大薮芳教 

ハンカチ 6 名 4800

コーヒー茶碗 田中惟介 500

手作り 熊 森 1000笹川桂子 

粘土工作材 初田稔 700

コーヒー・紅茶 撫養 2000

ビアグラス 初田稔 1000丸尾欽造 

コンソメ・トマト 山田 300

財布 2 名 1000

キティー置時計 松岡 500尾北 昇 

バッグ 初田稔 300

洗剤 4 名 1200
芳澤伸之 

部屋の匂い消し 15 名 1500

ビアサーバー 伊藤 800

卓上ミラー 小瀬 300大谷美佐子 

タオル 錦織 500

清水優美 エプロンハンカチ 横田憲子 1000

藤井敬子 キッチン小物セット 10 名 1000

ボトルコーヒー 3 名 300

芳澤伸之 1500
ワイン 

横田憲子 1500
初田稔 

スパークリング 大岡 500

? レイ 多数 850

? 瓢箪 池永 600

嶌岡正明 ビール 笹川桂子 1000

伊藤圭介 ストラップ リーダー 0

? ? ? 600

   

合   計  55850
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 第 31 期第 3 回役員会  
２００５年 8 月 25 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  Menette  

出席者 横田・佐古・初田・芳澤・丸尾・宮本・田中・

笹川・藤井・大谷・安  

 

9 月例会 通常例会 
9 月 15 日（木）・サンホーム 

担当：C グループ  田中・山内・正野・佐古・ 

藤井・初田・ 

９月ゲストスピーカー 
小瀬 弘之君 東 YMCA リーダー  

「スリランカの笑顔と希望」 

  

9 月例会役割分担 
 司 会  山内信三君     

 聖句朗読 佐古至弘君 食事手配 藤井敬子君   

 食膳感謝 佐古至弘君 

 ニコニコ 初田稔君&初田真佐子メネット 

 

10 号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく       新本英二君 

役員会報告          笹川桂子君  

例会報告           田中惟介君   

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)  箕浦陽子さん 

にこにこテープ起し      初田 稔君 

巻頭言            丸尾欽造君 

 

審議事項・連絡事項 
★ ８月例会プログラム確認・ 
  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 

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

★ 阪和部プログラム 
EMC シンポジウム 9/3 14:00～南 YMCA 

YMCA サンホーム大掃除 9/4 10:00-13:00 

阪和部会 9/17 11:00-14:30 南 YMCA 

★ 地域奉仕シンポジュウムに関して 
  10/29 13:00-15:00 南 YMCA 

★ ジャガイモ・カボチャに関して 
１０月 8 日(土)着を希望 

ジャガイモ 950 箱・カボチャ 50 箱を発注する 

★ 特別クラブファンドの検討。  

ファンドに対する意識高揚のために実施したい 

★ サンホーム 居酒屋「和み」のお手伝い 
サンホームから依頼がありクラブで検討したい 

★ ３０周年記念準備状況 
８月から各クラブへ訪問し、PR に努めている 

  各報道機関へのアプローチも進行中 

記念誌への原稿依頼も進行中 

 
 

宇治捨遺物語の中にて、 

嵯峨天皇が小野篁（たかむら）に 

 

「子子子子子子子子子子子子」を 

 

どう読むか、と聞いた。 

さて篁は何と読んだのでしょう。 

 

  ヒント（子の読み替えがありますよ）。 
            

            (答は 8 ページにあります。) 

 

 

阪和部主査会報告 
初田稔 記 

 

８月 20 日(土) 南 YMCA ２階ライブラリー 

 

午前 11 時半開会のメネット会長会終了後の午後

1 時半より部の主査会が開催されました。 

主査就任より1ヶ月と少ししか活動期間が無かっ

たので、華々しい活動の報告はまだ得られませんで

したが、発表する各主査は熱い思いを胸に、今後の

方針や計画・予定について語ってくれました。 

９月 3 日の EMC シンポジゥムの開催や９月 15

日の阪和部会の開催、また１０月 8 日の奈良クラブ

55 周年記念式典、１０月 15 日の第２回主査会、

１０月 22 日のウエルネスウオーキング、１０月 29

日の地域奉仕シンポジゥム等々これからの活動につ

いて、主査の思い入れを素晴らしい活動に転換して

くれるものと確信しました。 

 全ての行事に全ての主査が関わっていくという阪

和部の素晴らしいチームワークを改めて確認しまし

た。 

開会の挨拶をする惠美奈阪和部長 

参加者の各主査と部の役員 

 

参加者 芳澤伸之 CS 主査・田中惟介次期部長 

初田稔 HP 委員 
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１０月度 ゲストスピーカー予告
児童作家 

今関 信子(いまぜき のぶこ)氏 
1942 年 東京生まれ 

 

ヴェクセル・セントラル・センテニアル 

合同例会に参加して 
 

大谷美佐子 記 

初めての他クラブ訪問で少し不安でしたが田中

さん、増石さん、笹川さんと同行させていただき心

丈夫でした。ホテルでの美味しいお食事やシャンパ

ン、ゲスト「民音之会」の皆さんの珍しいアンデス

音楽の音色はステキでした。遙か遠く山々に素朴な

響きがこだまして神々に感謝している・・・そんな

情景が浮かんできます。 

落ち着いた雰囲気の気品のある例会でした。 

インフォメーションでは「河内クラブ３０周年記

念例会」のアピールを田中実行委員長よりしていた

だきました。 

また機会がありましたら他クラブにも訪問したいで

す。ありがとうございました。 
      (出席者：田中 増石 笹川 大谷) 

 

和歌山クラブ例会に参加して 
 

初田 稔 記 

 お盆の休みも終った８月 18 日に和歌山クラブの

例会に参加いたしました。普段は同じ日に例会が持

たれるので、なかなか訪問する事は難しいのですが、

８月は納涼例会で例会日が変更となり、訪問する事

が出来ました。 

 東会長の女性らしい可

愛い点鐘で開会となり、

プログラムは滞りなく進

行しました。本日のゲス

トスピーカーは和歌山県

の地震の担当者で、南

海・東南海地震について

のお話をして下さいました。地震は必ず起きる。と

っても大きな地震で大きな被害が予想される、津波

も最高で 7～8m の大きな津波の発生が予想される

など研究資料に基づいて判り易く説明をしてくださ

いました。 

 クラブからの参加者は３０周年記念講演会や記念

祝会の PR をして大勢の参加をお願いして帰路に着

きました。 

 
参加者 田中・笹川・増石・正野・初田・芳澤 

クラブ訪問記（和歌山紀の川クラブ） 

 
増石広之 記 

８月６日（土）、３０周年の PR 活動で紀の川クラ

ブを訪問しました。和歌山 YMCA のホールでの例

会は、真四角にテーブルをセットして全員の顔が一

様に見える和やかな雰囲気でした。和歌山クラブか

らも３名が来られて、ゲストスピーカー英和美さん

の「初心に戻って‥」と題した子供に対する心構え

をお聞きしました。 

３０周年の PR

と CS のシンポジ

ュウムの案内をし

て、沢山のご協力

を頂いて帰って来

ました。紀の川ク

ラブの皆さん有難

う御座いました。 

（出席者・横田会長・佐古・芳澤・増石） 

 

泉北クラブ訪問記 
 

芳澤伸之 記 

８月２３日（火）大阪泉北クラブ・納涼例会に田

中３０周年実行委員長と初田メンの三○○トリオで

行って参りました。 

お食事処「三国の郷」での例会。豪勢な料理を前

に、お腹が鳴るのを抑えつつ山田会長の開会点鐘。

遠藤メンの司会のもと和やかなムードでプログラム

は進む。（実のところ食べることで必死！）メイン

は：獅子亭牡丹；こと猪瀬メンによる怪談落語。 

プロ顔負けとはお聞きしてましたが、プロちゃい

ますの？。いや～！大変楽しい例会でした。飲み放

題ということもあり、ビール・焼酎・ワインちゃん

ぽん。本当にいい気分で家路に着きました。 

 

    



 大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００５年 ９月報  
 

－8－ 

 
 

1. キイキ健康生活セミナー 
第３回以降の予定は、下記の通りです。是非ご参加ください。 

2. 介護保険改正に伴う説明会（８月３０日・３１日） 

 １０月の介護保険の見直し施行によって、特別養護老人ホームの利用者自己負担額が変更になります。居

住費・食費が見直され、低所得者以外の方は月２～４万円の負担増になります。そのためご家族への説明

会を行います。 

3 .敬老祝賀会（９月１９日） 
 特養・デイ合同の祝賀会を開催します。スタッフの歌や踊り、食生活創造室特製の豪華なお食事で皆様の

長寿を祝います。 

4. 東Ｙ大掃除デイ（９月４日） 
 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。 

   

 

「２学期の誓い！」 
 

そろそろ台風襲来の季節になって来ましたが、まだまだ暑

い日々が続いていますね。ウエルネスのスタッフも夏プロが

終わり、こんがりと小麦色どころか一皮も二皮もむけた良い色になっています。ワイズの皆様はどんな夏休

みをお過ごしでしたか？暑くてお部屋から出ずにテレビばかり・・・なんて事はないですよね。パワフルな

河内ワイズの面々には、屋外の方が似合っていますものね。０５年の夏のお話し、また聞かせてください。 

さて暦の上では秋ですが、夏の余韻が残ったまま２学期もスタートいたしました。今年度も１／３が過ぎ、

ウエルネスにとっては過酷な時期がやってまいります。９月～１２月が一番行事が多く、０５年度を勝利す

る為にはこの２学期に掛かっています(メンバー数増が一番の難題です)。スタッフ一同より一層の努力いた

しますので、ワイズの皆様もどうぞ応援お願いいたします。でもたまには息抜きもしますので、そのときは

羽を伸ばすのを暖かく見守ってくださいね。ということで秋にもかかわらず、熱く活動していきます。冬ま

で一気に駆け上がります。よろしくお願いいたします。 

２学期の主な行事を紹介いたします。日程は省きますが、ご了承ください。 

サンホーム大掃除・ジャガイモ販売・東ＹＭＣＡまつり・河内クラブ３０周年・ＹＭＣＡ祈祷週・クリスマ

ス献金プロジェクト（街頭募金、クリスマス会、会員クリスマス他）・ユースリーダーの日の集い 等 

                                     

東ＹＭＣＡ 宮本修司 

 

答・・・・・・そこで篁が読んだのは  

「ネコノコ コネコ、シシノコ コシシ」と。（猫の子、子猫、獅子の子、子獅子）でした。 

できたかな？？？ 

 

 

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!! 
“３０周年まで９月例会日から数えて５９日” 

回 月   日 内          容 講    師 

3 １０月 14 日(金) 
介護保険制度ってなぁに? 

～施設サービス中心に・介護保険改正後～

サンホーム施設長 

尾北 昇 

4 11 月 11 日(金) 
介護保険制度ってなぁに? 

～在宅サービス中心に～ 

サンホーム在宅支援事業部 

主任 大塚 由美 

5 12 月 17 日(土) 
どんな施設に入りたい? 

～高齢者施設の選び方・座学編～① 

ケアプランセンターサンホーム 

介護支援専門員 秋山 健二 

6 １月  未定 
どんな施設に入りたい? 

～高齢者施設の選び方・見学編～① 
 

7 2 月 10 日(金) 廃用性症候群 ～寝たきりでも健康に～ サンホーム医務室 

8 3 月 10 日(金) 使える福祉サービス情報 未定 
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連載ＮＯ １２ 

「私の独り言」  
               丸尾 初子 

私と子供たちの小さな世界 
 留守家庭児童会の７９人の子供達と過ごした今年

の厳しい夏も今終わろうとしています。秋がそこに

来ている、そんな中で今日も私は子供たちと網を持

ってセミ取りをしたり、ドッヂボールやキックベー

スをして校庭を走り回っています。 

子供たちと過ごす毎日は、本当に様々な出来事が

起こり、子供たちを時には叱り、時にはしっかりと

耳を澄まして聴いてやり、またある時は思い切り抱

き締めてあげることの大切さを私は実感しています。 

 個性あふれる子供たちがいろいろな問題を起こす

とき、そこには必ず親をはじめとした周囲の大人と

その子供との関係の問題性を見てとることができる

のです。 子供が抱える問題は、決して子供たちだ

けの問題ではありません。 

私は、この仕事を通して、子供たちから多くのこ

とを学んでいると同時に、このようなかわいい子供

たちが立派な大人になるために、大切なことを一つ

でも多く子供たちに伝えていきたいと思っています。 

 

 

メネット会長会のご報告 
                 大谷 美佐子 

８月２０日（土）大阪南 YMCA で開かれました。  

とても暑い日でしたが、６クラブよりの参加があり

ました。惠美奈阪和部長、小池書記、惠美奈メネッ

ト主査のご挨拶、そして７月２３日の主査会につい

ての報告もありました。その後各クラブの発表があ

り、各クラブが独自の特色をだして活動されている

様子がよくわかりました。 

白井メン作成の ＊メネットソング＊ をいただ

いております。皆さんとメネット会の時に聞きたい

と思います。 

阪和部合同メネットの集いが １１月２６日（土）

太閤園にて開かれます。皆さんで参加しましょう。 

最後に暑い中、車で送ってくださり、ご一緒して

いただいた 初田メン、芳澤メンありがとうござい

ました。 

 
 

 

河内クラブメネット会のお知らせ 
 

 朝夕涼しく秋の気配が感じられる頃となりました

が、お変わりございませんでしょうか。河内の３０

周年例会もあと数ヶ月となりました。 

和田林さんご指導の「根付け」ですが、和田林さん

と大藪さんとで制作していただきました。大変あり

がとうございます。 

プレゼント用袋に入れる作業が残っておりますので、

９月例会が始まる前に１時間ほど作業をしたいと思

っております。 

お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくご

出席のほどお願いいたします。 

 

集合日時：９月１５日（木曜日） 午後５時 

集合場所：サンホーム ６階 

 

 

 

コーヒーブレイク 
                田中惟介 

 

黄金数ってご存知？ 黄金比率とも言います。 

1：1.618 の比率で、長方形の縦横の関係が安定し

た美観を与える比とされます。 

五線星（五芒星）の線分割もこれにあたり、よって

神聖比率ともいいます。数億年前の海底に生まれた

アンモナイトとオウム貝、この螺旋の相

違は前者が縄を巻いたような螺旋である

のに対し、後者は外に向かって広がって

行く、すなわちこの比率で育っている。

アンモナイトが絶滅の道をたどり、オウ

ム貝は今なお生き残っていることの不思議は、成長

の内に秘めた黄金比率にあるのだと思う。これにつ

いて話し出すと多分１ページに収まらないだろう

な・・・軌道を修正する。 

 還暦を迎え私は ある比率を自分に課した。シル

バー世代に入った今、残された人生（時間）を３分

割するのだ。称して銀（シルバー）の三分割（黄金と

の対比で見事にきまったナ。）  

仕事・日常生活・趣味 この３項がそれぞれ 1/3

であること。まぁまぁ今のところ上手くいっている

かな？ 

見栄を捨てて言えば・・・もうち

ょっと仕事がほしいよ～ってか。 
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HAPPY BIRTH DAY       WEDDING ANNIVERSARY 

 箕浦 泰之 １９４７年 ９月 ３日生 

岩坂 千種 １９ＸＸ年 ９月１３日生 

増石 民子 １９ＸＸ年 ９月１９日生         結婚記念日の方はおられません 

田中加代子 １９？？年 ９月２０日生 

芳澤 伸之 １９５５年 ９月２７日生 

新本 英二 １９３０年 ９月３０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  Menette 
ファミリーで参加できる例会を企画し、絆を深めよう!。 

                          管 美代子 メネット事業主任 （熊本ひがし） 

                     

                ９９月月－－１１００月月のの予予定定 

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 

1100 月月   
１０月 ２日(日)びわこ部部会 

１０月 ７日（金）第２例会 サンホーム 

１０月 ８日（土）奈良クラブ ５５周年 

１０月１０日(祝)中西部部会 

１０月１５日（土）第２回主査会 南 Y 

１０月２０日（木）例会 サンホーム 

１０月２２日（土）ウエルネスウオーキング 

１０月２３日（日）東 Y まつり 

１０月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１０月２９日（土）CS シンポジウム 南 Y 

 
 
 
 
 
 

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/ 

9 月ゲストスピーカー 
“スリランカの笑顔と希望”  

小瀬弘之君 東 YMCA リーダー 

Wind�From�Kawachi 
 

セピア色の遥かな過去が甦り、只ひたすらに強く平

和を見つめる時が行き交います。「生きることの素晴ら

しさ」を分かち合いたい、そんな願いを込めて感謝と

報恩のために務めさせていただきましょう。秋のクラ

ブ祝会はもうすぐ其処～♪    （笹） 




