
 

 

      ２００６年２月報    Vol ３６５ 
 

 
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】 ペテロの第１の手紙 1 章２４節 

人は皆、草のようで、その華やかさはすべて、草の花のようだ。草は枯れ、

花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。 
― 冬来りなば春遠からじ、新生への希望を  

 

節 分 に つ い て  
メネット会長 大谷美佐子 

 
近年、年中行事が忘れ去られて（滅びていく）中でお正

月に次いで新年の行事の一つとして「節分」があります。

豆まき、海苔巻き（恵方巻き）、柊の枝に鰯の頭・・・。

そのルーツについて調べてみました。 

  節分とは、立春・立夏・立秋・立冬の前日のことをあ

らわし、立春が新年で最初の日（元日）考えられ、その前

日であった春の節分が最も重視されていたようです。 

立春を新年と考えれば、節分は大晦日に相当する訳で、前年の邪気をす

べて祓ってしまう為の『ついな』の行事が行われました。その代表が、「豆

まき」のようです。 

 過去では、宮中の行事の一つとして行われており、彩色した土で作った牛

と童子の人形を大内裏の各門に飾ったようです。近代になり、過去の行事

が廃れ簡素化し、２月３日の夕暮れに、柊の枝に鰯の頭をさしたものを戸

口に立て邪気を祓ったり，豆まきをするようになったそうです。 

現代の節分とは・・・邪気（鬼）を追い払い、１年の無病息災を願う。恵方

巻きとは、具のキュウリが青鬼、人参が赤鬼と考えられ、関西のごく一部の

地域の習慣が全国的に広がった。ということで、お寿司屋の宣伝にも感化さ

れて毎年食べられる様になったそうです。 

 季節ごとにさまざまな食物があり、大切に扱い感謝し、食されていた昔とは違い、豊富になんでもすぐに手に入れること

ができる現代（日本）、しかし、世界中には、空腹で眠れない子供がたくさんいます。戦争やテロに使われるような武器を造

っても世界の人々を満たすことはできません。 

「タイム・オブ・ファースト」事業の意義に改めて気づかされました。 

 

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        ５名 1 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 ６名 現金 0 円 1 月分 1 月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ２７名 累計  19,500 円 0 円 23,610 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ 月 の 出 席 率 ８１.0％ １月の全出席者 ３６名 累計 ０pt 970 円 78,598 円

 
 

 

２月例会プログラム 
2 月 16 日(木) 東 YMCA 

 
         司会  尾北 昇君 

 

開会点鐘         横田 会長 

ワイズソング       一   同 

聖句朗読         新本英二君 

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         新本英二君 

TOF 例会 

食事           一   同 

 次期役員選挙     選挙管理委員会 

   次期役員挨拶    次期役員 

 EMC について       望月 強君 

 会則について       丸尾欽造君 

誕生・結婚祝       横田 会長 

 ニコニコアワー    丸尾&初田メ君 

ＹＭＣＡの歌       一   同 

閉会挨拶・点鐘      横田 会長 
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  １月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年１月１６日（木）18:30～20:30                         記録 岩坂正雄  

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・横田・初田・田中・尾北・中野・宮本・ 

新本・山内・望月・岩坂・正野・芳澤・伊藤・丸尾・ 

メネット 初田・望月・伊藤・大谷・新本・中野・ 

ゲスト＆ビジター 澤田賢司(京都グローバル)・今井利子(なかの

しま)・鈴木璋三・寺岡博也・吉田全孝(サウス)・ 

                          以上 27 名 

 

新年初例会。増石広之君の司会で定刻に

開会。横田会長よりゲストスピーカー・

ビジターの紹介の後

「任期の後半に入っ

て、本日は望月EMC

委員長の発案で京都グローバル

クラブの澤田賢司さんから多く

の刺激を頂いて次年度へ向けて

後半の活動を進めたい」との年

頭挨拶があった。 

 

インフォメーション 
サウスクラブ: 鈴木璋

三さんから別紙案内に

基づいてサウスクラブ

５０周年記念祝会(４月

８日)の PR があった。 

親クラブの歴史的な記

念行事であり、子クラ

ブとして協力と参画を確認した。 

望月副会長:３０周年記念講演会に後援して下さっ

た「関西いのちの電話」へ田中実行委員長と初田さ

んと共にお礼と金一封の寄付金を届け、今後とも協

力関係を続けることを確認した。なお、その一環と

して関西いのちの電話主催の牧口一二氏講演会(3

月２５日)に協力したい。 
(牧口一二氏については岩坂メンが補足説明) 

芳澤CS委員長:年賀葉書の当選切手を2月例会にご

持参ください。サンホームの車椅子清掃を別紙チラ

シの通り 2 月 12 日に予定しているので多数のご参

加を。 

初田ブリテン委員:2 月第 2 例会(３日)に出席出来な

いのでブリテンの発送業務をよろしく。またブリテ

ン 2 月号原稿は 1 月 26 日の役員会までにお願いし

ます。 

尾北館長:サンホームのレインボークラブが 1 月 29

日に体験交流会をホーム内で行います。多数のご参

加を。 

宮本主事:YMCA の人事異動で南河内 YMCA へ移

動することになり、ワイズも長野クラブへ転会する

ことになります。関連して尾北館長より次の通り内

定の報告があった。 

転出  宮本修司 南河内 YMCA へ 

転入  鈴木えみ 統括本部より 

〃   浜添吉生 枚方 YMCA より 

ワイズ連絡主事は未定 

百欽ショップ 
丸尾ワイズの農園(?)で栽培された無農薬のホーレ

ン草、チンゲン菜、白菜、大根がそれぞれ 100 円。

売上金はクリスマス献金に捧げる。 

 

 

ゲストスピーチ 

望月 EMC 委員長から、メンバー増強運動を推進す

るため、京都グローバルクラブが 52 名のメンバー

にまで発展の原動力となった澤田賢司ワイズをお招

きした意図と同氏についてのプロフィールを紹介さ

れた。 

 

”マンネリを打破するには あなたが変わらねば何

もかわらない” 
 

スピーカー 澤田賢司氏(京都グローバルクラブ) 

 

マンネリという言葉を辞書で引くと、「一定の事

柄が惰性的に繰り返され、型にはまって独創性や新

鮮味がなくなること」と定義されている。「まあまあ

ええやないか」という思いが危険、「当たり前のこと

を当たり前以上に取り組む」ことが大切。常に状況

の検証に心がけよう。 

● 例会の内容、持ち方はこれで良いのか。出席の

義務は果たされているか。欠席したことへの対

応は適切か。 

● 役員会、委員会の働きはよく機能しているか。 

● 役員の選出やクラブ運営は形式化されていない

か。 

 

目標を持ち、その達成に努力することによってマンネリ

は打破できる。 

● メンバーを何人にするのか、いつまでにそれを

達成するのか、その目標をクラブ全員で確認し、

役員の任期を超えた努力をする。 

● その為に議論を深め、創意工夫を集約し、やり

抜く決意を共有する。 

● 新メンバーを迎える心を豊にし、喜びを持って

暖かく受け入れる雰囲気を。 

● 入会の誘いに用いる「言葉」と「態度」は相手

にとって魅力を感じさせるものであれ。 

● 退会をどう扱っているか、その理由をよく吟味

しているか。 

● 会長は独創性と新鮮さを持ってリーダーシップ

を発揮せよ。 
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あなたが変わらねば何も変わらない 

● クラブが自分に何をしてくれるかではなく、

自分はクラブに何を貢献できるかを問え。 

● 自分の利害でメンバーを見るな。 

● 自分のクラブに誇りを持っているか、クラブ

批判や役員批判をしていないか。 

● 再任の役割にも新鮮な心で。役務を終えた後

でこそ真価が問われる。 

● 年齢に負けてジジイ、ババアになるな。老い

ても青年の心を失うな。 

 

EMC の 

M(Membership=会員増強)と C(Conservation=

意識高揚)を考えると、クラブ員の日常の態度とし

てももっと大きい声で、ハキハキと挨拶し、握手

をし、スキンシップを深めることによって、クラ

ブ内に上向きの明るいうねりが生じる。大先輩で

ある故岩越重雄さんにそのモデルを見る思いが

する。どうか 30 年の歴史が生き生きとしたクラ

ブ活性化の力となることを期待しております。 
(文責 岩坂正雄) 

 

閉会点鐘直前に新本メンより、クリスマス献金

目標額(60 万円)が未達成であり、再度のアピー

ルがなされて協力することになった。 

ニコニコ語録は時間の余裕もあって、澤田ワイズ

の情熱とエネルギーに対する感銘の言葉に満ち

溢れた。 

 

 
ビジターの皆さん 

 
例会風景 

 
誕生日のお祝い 

にこにこ語録 
記録 芳澤伸之 

吉田（サウス）お久しぶりでございます。

ロビー展で沢山の商品を頂きましてあ

りがとうございました。うちの女房も大

喜びで【ゆみちゃん】の写真を、これに

記念と言うことで新聞紙２ページ分の

大きさで、額入りにしましてプレゼントしてきました。大

変大喜びでした。肝心な話しですが、３０周年ありがとう

ございました。チャーターメンバーの方がステージに上が

られまして、感慨ひとしおでした。我々も同様に５０周年

を迎えますが、現在チャーターメンバー山口肇さんと吹留

辰雄さんが元気に頑張っておられます。お二人を囲んでお

祝いの大きな輪を作ろうと思ってます。（拍手） 

鈴木璋（サウス）えぇ時に来たなぁ（誕生祝

い）とつくづく感謝しております。「あなた

は地の塩である」この自然食の塩と聖書の

言葉に感心しております。サウスも頑張り

ます！ 

寺岡（サウス）今日は澤田さんのお話しを

聞き、次々期は会長をさせていただきます

ので会員増強の参考にさせてもらいます。 

伊藤 明日、耳鼻科に行こ

うと思ってます。{澤田氏ー

私のせいで～！？}耳が痛うて痛うてたまり

ませんねん。（大爆笑） 

伊藤メネット 一度澤田さんにお会いし

たらお礼を申し上げたいと思っておりま

した。実は昨年の新年合同例会の時、役

員席の担当で錦織総主事から YMCA 会

館のお弁当を取らずに、外部から持ち込

んだことを言われたときに、澤田さんがすぐに助け舟を出

してくれました。お心の大きな方です。遅ればせながらお

礼申し上げます。 

新本メネット ありがとうございました。 

初田メネット 初田の家内

でございます。私いつも人見

知りする方で、入ってきても

大きな声で挨拶できないんで

すけど、これから心がけていきたいと思い

ます。 

望月メネット いいお話しを頂きありがと

うございました。主人が EMC なんですが、

あと半年で１名でも増やすよう皆さんで頑

張って頂きたいと思います。（拍手） 

佐古 私は２年間続けて会

計をしております。会員の募集・会員の育

て方が難しい。YMCA とのお付き合いは５

５年位になるんですが、非常に難しい。と

にかくいかに会費を集めるかがクラブの健

全財政を担います。澤田氏のクラブは現在

何割位クラブ会費が集まっていますか？ 

澤田 １０割です！（ホーッ！） 

田中 結婚前の娘さんのような気持ちで

おります。と申しますのは、先々週次期役

員研修会で散々シゴカレてきまして非常に

気持ちがブルーでございます。更に年会費

の残り半分をようやく今日納めまして、ニ

コニコのお金、こんだけしかありません。ごめんなさい。 
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丸尾 「ハイ！YMCA サービス委員長の

丸尾欽造と申します。」青菜を持ってきた

とたん（誕生祝いで）塩を頂いて、青菜に

塩とはこのことかなぁと思ったんです

が・・・野菜の献金が１９００円ございま

したので、クリスマス献金に捧げたいと思

います。（拍手） 

岩坂 家内に今日の話しを聞き流したら

いかんと言われましたので、土産話しに

したいと思います。「年相応に」といつも

言われています。「自分の年を考えなさ

い！年をとっても心は若い！」を確認し

てきたからと云うことで、益々家内には

若い心で ハッハッハッ！まぁ 頑張ります。（爆笑） 

宮本 河内ワイズメンズクラブの平均年

齢を唯一下げていた私が去ってしまいま

す。４月から鈴木さんが移動でもっと平

均年齢が若くなります。 

山内 今日のブリテンを

見ていましてロシアにワ

イズがあるのを初めて知りました。イギリ

ス・アメリカなど色々な世界各国に広がっ

ているワイズはいいなぁと思います。 

正野 今日お聞きしてて、

凄いなぁと思ったのはこの場の雰囲気がガ

ラッと変わってますよねぇ。皆さん気合が

入っているしテンション上がってて、発せ

られる言葉が浸透してるんだなぁとつくづ

く思いました。 

新本 私は毎週日曜日は教会に行ってお

ります。今度の２２日（日）扇町教会で

音楽礼拝があります。北野高等学校のブ

ラスバンド部３０人位が楽器を持ってき

ます。教会の礼拝の中で演奏してくれま

す。３０年続いています。是非お越し下

さい。 

望月 澤田さんの予想以上の熱の入りに、

私はクラブで喋るのは半分位でいいのか

なぁと思います。あとは実行するだけで

す！即実行します！今が早くもなければ

遅くもない。今しかやる時がないと思っ

ております。一泊研修でも EMC の話し

を中心にやっていきます。 

今井 お話しを聞き私も反省することが

ありました。マンネリになってないかな

ぁ？新鮮さを失ってないかなぁ？と反省

させていただきました。でも身体は年と

共に機能は落ちてきていると思います。

出来るだけ今の元気を保っていきたいな

ぁと思います。 

尾北 昨年の２月に館長としまして河内

ワイズに入会しましたが最初は非常に緊

張しました。その時の初田会長が「ワイズ

は楽しくやろうよ！」とおっしゃっていた

だいて気持ちが楽になりました。最初はテ

ンションが上がっていましたが、チョッと

この頃しんどくなってきました。が、今日のお話しで何を

考えていたんだろうという気持ちになりました。今日は元

気をいただきました。 

中野メネット こんばんは、ご無沙汰して

おります。とっても良い日に来させていた

だきました。陰へ消えるように帰らせても

らおうと思いましたが、しっかり“チカラ”を頂きました

ので・・・『皆さん、こんばんは！今後とも宜しくお願い

します！！！』（拍手鳴り止まず） 

中野 ご無沙汰してます。体調が思わし

くなく例会に出席しておりません。今も

エレベーターでここに来る途中胸が苦し

くって、圧迫されてたんですがエレベー

ターを降りた途端、澤田さんの元気な声

が聞こえてスーッとしました。でもやっ

ぱり２時間半座ってるのは無理かなぁと思いますが、出来

るだけ出席したいと思います。もう暫らく大きな目で見て

いただきたいと思います。（拍手！拍手！拍手！） 

増石 長年乗りなれたマニュアル車が寿

命きまして初めてのオートマ車でソロソ

ロ注意しながら運転しています。澤田さん

のお話し聞かせていただいて、生活全体の

テンション上げていきたいと思います。 

横田 「会長の横田憲子でーす！」私の横

で迫力のある声で「会長はー！会長は

ー！｣と言われて耳が痛くて・・・独創性

も気力もない私ですが、ただひとつ言える

ことは挨拶を大きな声でしようと思いま

す。 

澤田 今コメントを聞いてまして少しは

役に立ったかなぁ？？？「本当に良かった

んですか？」（良かった・良かった！）またク

ラブに持って帰ってエネルギーを出した

いと思います。 

芳澤 声の大きさで云

うと河内クラブ一番だと思います。先

月のクリスマス例会に両親を招きまし

て、本当に喜んでおりました。特にオ

ヤジは作品展で二つの賞を頂きまして

感激の涙を流しておりました。今から

でも遅くないから河内クラブに入らんか、と言いましたが

如何せん８２歳で枚方からは無理だろうと・・・（サウスに

８４歳がいますでー！）また説得しておきます。 

大谷 エレベーターの中で澤田様とご

一緒しました。素敵な穏やかな紳士の方

なのに、パワーのある迫力のあるお話し

だったんでビックリしました。人間とい

うものはメリハリがないとだめなんです

ネ！男性の方と握手するのが恥ずかしか

ったんですが、自分から手を出すようにします。 

初田 澤田さんは青年の心を持て！とお

っしゃいましたが、私はもっと若い心を

持っています。今、孫と一緒になって４

歳から 9 歳のココロで毎日過ごしていま

すので、まだまだ頑張りまーす！！！（拍

手） 

 

本日のニコニコは 23610 円でした。 

ご協力に感謝いたします。 
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新年合同例会フォト報告 
記録 初田 稔 

1 月 14 日(土) 朝から生憎の雨。会場に向かう

頃は雨だったが、受付開始の頃には雨も上がり、会

場は泉北メネットの和服姿の艶やかさで一段と華や

かであった。 

定刻に開会され、惠美奈阪和部長の開会点鐘に始

まり、錦織総主事のご挨拶とプログラム通りに式は

進行した。河内クラブも参加者全員で３０周年のお

礼を申し上げました。 

新入会員の紹介とアピールタイムがあり、サウス

クラブは 4 月に行われる 50 周年の PR を行い、芳

澤主査は「車椅子テニス」のアピールを行いました。 

食事は着席で楽ではありましたが、あまり他の

方々とはお話をする時間がなくて少し残念でした。 

食事の後は、「泉北雑技団」によるお芝居が始まり

ました。お世辞にも上手とは言えませんが、大いに

笑わせてくれました。役者の人選は抜群で、特に島

○さんのヤクザと岡○さんのお坊さんはメークも何

もなくても良いほど「地」そのままでした。失礼。 

続いて本命の文屋範奈さんによる「ゴスペルコン

サート」さすがグローバルに活動する歌手であって

素晴らしい歌声で参加者を魅了してくれました。楽

しい時間はすぐに過ぎていきます。余韻に浸る間も

無く田中次期部長の閉会の挨拶となりました。 

泉北クラブの皆さん楽しい合同例会を有難うござ

いました。 
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中西部新年合同例会報告 
２００６年 1 月 7 日 

 報告 増石広之 

 
大阪港に近い Pio にて、ベクセルクラブのホスト

で 109 名参加を得て中西部合同新年会が開かれま

した。河内クラブからは、横田会長、田中次期阪和

部長、増石の 3 名が参加しました。 

メインの講演は「美しい地球をこどもたちに」と

題してネットワーク「地球村」の高木善之さんが、

「無駄を無くして地球を守ろう」と話をされて、世

界のなかで日本が置かれている現状は、食料の自給

率は低く、C O2 の排出が多いので改善をしなくて

は、日本も地球も大変なことになると話され、身の

周りの小さいことからでも、無駄をなくす運動に賛

同して下さいと話されました。 

常々思っていますが、近頃の人々の心はその場の

自分だけよかったら良いと言う言動が多いので、社

会全体で直して行かんと駄目と思います。小さい事

からでも、全体を考えて生活したいと思います。 

 

 
佐野西日本区理事のご挨拶 森本次期理事の乾杯の発声 

 

30 周年のお礼を述べる横田会長と田中実行委員長 

次期西日本区のキャビネットを紹介する森本次期理事 

左から 
上野事務局長、三浦会計、森本次期理事、大谷書記 

 第 31 期第 8 回役員会  
２００６年１月 26 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  TOF・CS・FF 

 

出席者 横田・初田・望月・田中・丸尾・尾北・増石・宮本・

芳澤 

 

2 月例会 2 月 16 日（木）６：３０～８：３0 

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 

 

例会役割分担 
 司 会   尾北 昇君  聖句朗読 新本英二君 

 食事手配  丸尾欽造君  食膳感謝 新本英二君 

 ニコニコ  丸尾欽造君・初田真佐子さん    

  

 

3 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく      岩坂正雄 君 

役員会報告         田中惟介 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) 和田林杉江さん 

にこにこテープ起し     丸尾欽造 君 

 

 

審議事項・連絡事項 
★ ２月例会プログラム検討 

役員信任投票・余剰時間でＥＭＣをメーンテーマとして討論  

★ 次期役員選考進行状況  初田メン 
     次期会長は内定、キャビネット選考を継続中 

★ ３・４・５月ゲストスピーカーに関して 横田 
数名の候補を挙げ、逐次折衝する。  

★ 笹川桂子メン退会承認 
    これに関連し 年会費等の処理にあたり会則の検討を要

するとの議論から会則検討委員会を設置。丸尾君任命。 

★ 河内クラブ研修会に関して  望月メン 
  4/15～16 六甲山研修センターを予定。 

★ 「ラクラク車椅子登山 」について 田中メン 
    4/23（日）に内定、チェジュクラブの周年記念祝会日

により移動する可能性有り。 

        量的拡大から質的変化を目指したい。 

      

＠予定 
１月２８日(土) 居酒屋“なごみ“ 

              サンホーム 

  １月２９日(日) レインボウクラブ 
10:30～14:30 

サンホーム 

  ２月 ３日(金) 第２例会  ブリテン発送 
              東 YMCA 

  ２月１２日(日) 「車椅子清掃」 
13:00～15:00 

               サンホーム 

  ２月１９日(日) 全 Y 日本語スピーチ 
              大阪 YMCA 
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             尾北 昇 

 
先日、息子の結婚相手のご両親とお会いしました。病院

の副院長のお父さんとピアニストのお母さん。どんな話を

しようか前日から（もう少し前から？）緊張し心配していま

したが、非常にフランクに迎えて下さり、食事と結婚式の

打合せを楽しくさせていただきました。 

本来なら結納なのですが、略式に致しましょうというこ

とでお家を訪問することになりました。2 年前には娘の結

納があり、相手のご両親をお招きした逆の立場になり、や

り方も違ってあれこれ考えていましたが、案ずるより生む

が安し、両家の両親が二人を支援していく気持ちを共感す

る場にすることが出来ました。 

ふたり（息子と娘）が巣立っていくことは嬉しくもあり

ますが、ちょっぴり寂しくもありという複雑な心境の今日

この頃です。 

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

ら入会させて頂きました。   

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。 

 

大阪泉北クラブ 

春の公開プログラム 
 

一泊交流と森林ボランティア体験 
 

と き ４月 15 日(土)～16 日(日) 

ところ 紀泉わいわい村 

交 通 マイカーご利用の場合  

阪和道・泉南インターから 10 分 

    JR 後利用の場合 

JR 阪和線和泉砂川からタクシー¥3,000 

 

参加コースと参加費 

① 4 月 15 日(土) 日帰り ¥2,000 

② 一泊して 16 日(日) 朝食後帰る ¥6,000 

③ 一泊して 16 日(日) 昼食後帰る ¥7,000 

 

16 日午後解散、その後近隣の温泉に立ち寄るプラ

ンもあります。 

参加申込と詳細は 

 

実行委員長 猪瀬正雄さんまで 

TEL&FAX 072-299-9053 

 
 

すすめ、愛と勇気をもって” 
“Ｇｏ Ｆｏｒｗａｒｄ ｗｉｔｈ Ｌｏｖｅ 

 ａｎｄ Ｃｏｕｒａｇｅ“ 
 

西日本区理事 佐野文彦 

 

ワイズメンの皆様、お変わりありませんか。今年

は例年になく厳しい冬を迎えました。昨年暮れから

国内では、寒波や記録的な大雪に見舞われ、除雪作

業や屋根の雪下ろしなどで怪我をしたり命を落とし

たり大変な被害が出ております。昨年は水不足を心

配した地方があるかと思えば、洪水で大被害を被っ

た所もありました。地球上で砂漠化が進み、食料難

に苦しんでいる所もあります。これはきっと地球が

人間にしっぺ返しをしているに違いありません。私

たちは「愛・地球博」で学んだはずです。地球上の

すべての動・植物と仲よく暮らして行くための生き

方を実践すべき時です。地球温暖化防止対策です。

少しだけ「贅沢」をやめて、体を動かし炭酸ガス削

減に努めましょう。 

 さて、ワイズメンも後半の活動期に入りました。

この月は地域奉仕に力をいれてご活躍くださるよう

クラブ内で話し合ってください。特にＵＧＰ推進の

ためのＴＯＦは国際プロジェクトであり、ＣＳやＦ

Ｆ資金作りは来期の活動源としてとても大切なもの

です。2 月の中旬になると国際役員の選挙結果がわ

かり、次期の国際執行体制もでき上がるのではない

でしょうか。西日本区におきましても、去る 1 月 8

～9 日の 2 日間ホテルクライトン新大阪で次期役員

研修会を実施しました。新・旧役員約 50 人が国際・

西日本区の現況を理解した上で、森本次期理事の活

動方針や活動計画を具体化していくための話し合い

の時間を持ちました。私にとっての最大のハイライ

トは「ワイズ 2000 を目指して」の会員増強問題で

した。小グループに分かれての話合いの時間は、熱

気あふれる議論がなされ有意義な時間をもつことが

できました。今後はこれを如何に実践していくかが

大きな課題となります。ＬＤ委員の皆さんには、多

くの時間をかけてご準備いただきましたことに厚く

お礼申し上げます。 

 
第 9 回西日本区大会第 2 報（申込書）を 2 月上旬

に発送する予定です。 

 

と き：6 月 10 日（土）～11 日（日）  

ところ：名古屋国際会議場 

登録費：メン・メネット ￥17,000  

（申込み 3 月末日まで） 

            ￥19,000  

（申込み 5 月 10 日まで） 
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「寒い日が続いていますが子供たちは元気です」 
東 YMCA 細田 敦子 

 

今年は昨年の雪不足がうそのように、北陸では大雪が降っ

てあちこちで被害がたくさんでています。関西でも例年より

も寒い日が多いですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。 

ウエルネスでは３学期をむかえ通常のプログラムが始まりました。３学期といえば、夏休みと同じぐらい

キャンプの多い時期です。２００６年最初のキャンプはバスケットボール中・西日本大会でした。参加した

のは１年生～５年生までの計７名。子どもたちは、普段あまり経験することのない大きな体育館での試合に

初めはとても緊張した様子でしたが、だんだんと普段の元気を取り戻し、最後の試合は公式戦初勝利！！１

試合ごとに目に見えて成長する子どもたちに大変驚かされました。他にも、これからサッカ

ーのオール大阪チャレンジキャンプ、野外ではスキーキャンプや雪遊びキャンプなどたくさ

んのキャンプが行われます。キャンプでは普段の子ども達の表情とは違った一面が多く見ら

れます。そんな子ども達のたくさんの表情が見られるようなプログラムを行ってまいりたい

と思います。 

 

河内ワイズメンズクラブ 会員皆様 
河内ワイズメンズクラブ３０周年記念品「音響設備一式」(３００，０００円相当) 

寄贈いただき感謝申し上げます。 

大切に使わせていただきます。ありがとうございます。       東ＹＭＣＡ  館長 尾北 昇  

 

 

2005 年度大阪ＹＭＣＡ事業全体方針 
1.プログラムとリーダーシップの増強 

人々の興味･関心を引き、発展を感じさせるプログラム、地域ニーズに適合した質の高いプログラムを展

開し、より多くの人々（参加者、園児・学生・生徒、ボランティア、会員、スタッフ）が関わる。 

2.人間を考え、育むことを最優先する運営管理 

各地域ＹＭＣＡ・各事業部門が大阪ＹＭＣＡの有している総合的な力を活かし、ＹＭＣＡ Character 

Development（CD）に示されている価値に基づき、「人を育む」運営管理を実践する。 

3.ボランティアリーダーシップの開発 

ボランティアとスタッフが協働して、ＹＭＣＡ Membership by Design（MbD）の推進に力を注ぎ、

新しいリーダーシップの開発を推進する。 

4.VISION2010 の改訂と中期 2 ヵ年計画（2006～07 年度）の策定 

VISION2010 推進委員会とスタッフタスクチームの協働作業として、2010 年の大阪ＹＭＣＡの姿を

新たにイメージした VISION2010 改訂版と中期２ヵ年計画（2006～07 年度）を策定する。 
（2005 年 1 月 29 日常議員会承認） 

 

 

 
 

サンホームではインフルエンザやノロウィルスなどの感染症から入所者を守るため、衛生管理を再度見直し、

手洗いの徹底、消毒などに努めております。 

窓口でもマスクや手洗いをお勧めしています。よろしくご協力ください。 

 

イキイキ健康生活セミナー 
第７回以降の予定は、下記の通りです。無料ですので是非ご参加ください。 

 

クリスマス献金プログラム 
 2 月 26 日（日）「ふれあいサロン」 

 地域の一人暮らしの高齢者の方々にお集まりいただき、食事やレクレーションで楽しい一時を過ごしてい

ただきます。今年は御厨南自治会の対象者をお招きします。 

2 月 10 日(金) 廃用性症候群 ～寝たきりでも健康に～ 
 

 

3 月 10 日(金) 使える福祉サービス情報 
サンホーム在宅介護支援センター 

三宅絵理 
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連載ＮＯ 17  

「私の独り言」  
               笹川治太郎 

 この度は誕生日メッセージを頂きまして誠に有難

うございます。今我が家の現状には親の問題に切羽

詰った問題を抱えており、妻の人工関節も持ち応え

難くなってきました。ワイズの活動だけでなく、持

ち前の明るさとパワーを持って人工の骨で支えてき

た妻の１３年間は、素晴らしい生き様を家族の心配

をよそに私に見せてくれました。 

「一生懸命が美しい」という言葉と共に拍手喝さい

です。惜しみない親への手助けの姿に神仏に守られ

ているとしか思えません。 

ワイズの退会を認めてくださって有難うございま

した。どうぞ皆様のご健康とご活躍をお祈りいたし

ております。 

手術後はムリをしないで彼女らしい生き方をして

いくと信じています。 

お世話になりました。皆様にくれぐれもよろしく

お伝えください。 

 

 

 

 

西日本区メネット事業 

YMCA 留学生支援プロジェクト 
 

 

日本語による、留学生の 

全国 YMCA 日本語学校 

スピーチコンテスト開催 
 

日時:  2 月 19 日(日) 13:00～17:00 

      受付開始  12:30～ 

場所: 大阪 YMCA2F ホール 

会費: ¥1,000 

 
終了後は留学生を囲む茶話会あり。留学生は無料 

 

全国YMCA日本語学校に通う留学生が選抜を経て出

場します。 

アジアの若者が今何を思い、何を考えているかを是非

知りたいものです。 

奮ってご参加ください。 

 

審査の結果、留学生には各々奨学金が授与されます。 

優れた発表をした留学生には西日本区大会でも発表

の機会があります。 

 

 

CS 担当よりお願い 
日頃のワイズダム発展に対するご奉仕に感謝申し

上げます。 

お願いばかりで恐縮ですが、この１月から３月は

地域奉仕事業にとって非常に大事な時期です。 

１月はお年玉年賀切手の収集。この事業の目的と意

味を伝えて周りの方の協力を仰ぎましょう。 

そして２月は、FF 献金・TOF 例会です。３月は

それをまとめて区に送金です。 

 

 ※以下のご協力、何卒宜しくお願いいたします。 

 

１月 お年玉    目標 １８００円/１人 

 （今年の当選番号は下２ケタ ０７・５１です） 

２月 TOF（time of fast）例会   

目標 １６US ドル＝１８００円/１人 

   FF（family fast）       

目標 １０００円/家族 

 

   阪和部地域奉仕事業主査  芳澤 伸之 

 

 

 

 

 

使用済み切手をご持参ください 
 

ご家庭で集めている使用済み切手を 

1 月例会で忘れた方は 2 月例会に 

ご持参ください。 

未整理の切手でもかまいません。 

ファンド委員 藤井敬子・佐古至弘 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  石田 鐵一 １９４１年２月 ２日生         丸尾欽造＆初子夫妻  ２月 ３日 

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生         伊藤圭介＆玲子夫妻  ２月 ４日 

丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生         新本英二＆力子夫妻  ２月 ４日 

                            藤井敬子＆ 中夫妻  ２月１５日 

                            石田鐵一＆キヨカ夫妻 ２月２０日 

 

 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  TOF.CS  

地域奉仕はワイズ活動を理解してもらう大切な事業です。TOF.CS.FF は大切な原資です。ご協力下さ

い。                                 大谷 賢二  地域奉仕事業主任（北九州） 

                     

                

２２月月－－33 月月のの予予定定  
 

２２月月   
２月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

２月 ４日(土)第３回評議会 

２月１２日(日) 車椅子清掃クリーン隊 

２月１６日（木）例会 サンホーム６階 

次期役員選挙 

２月１９日(日) 全国 YMCA スピーチコンテスト 

          大阪 YMCA 13:00-17:00  

２月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

２月２５日(土) 居酒屋 「和み」 

２月２６日(日) ふれあいサロン サンホーム 

 

33 月月   
３月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

3 月 11 日(土)第３回主査会 南 YMCA 

３月１６日（木）例会 サンホーム６階 

3 月 18 日(土)～19 日(日) 研修会 

六甲 YMCA 次期主査･会長 

３月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

３月２５日(土) 居酒屋 「和み」 

 

 

  

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/ 

車椅子清掃クリーン隊 
期首に掲げました地域奉仕事業の一環とし

て、サンホーム入居者の車椅子清掃を行いま

す。小さな奉仕ですが皆様のご協力をお願い

いたします。 

日時 2 月 12 日(日) 

    13:00～15:00 の予定 

場所 サンホーム・ロビー集合 

持物 全てご用意いたします。 

 館内が暑い場合がありますので、薄

着で汗拭きタオルを持参ください。

次期役員選挙 
2 月例会はクラブにとって大切な次期役員

選挙の月です。 

次期役員に選ばれる皆さんには大変ご苦労

をお掛けしますが、クラブ運営において会員

の総意を受けて次年度の活動を計画・実行し

てくださいます。 

私たちの指導者を選びお願いするときです。

全員の出席をお願いいたします。 

Wind�From�Kawachi 
 

時代の寵児と言われたライブドアの社長が逮捕され

た。彼 曰く 「人の心も金で買える」と 

私の好きな歌に “時代、時節は変わろとままよ 俺

も生きたい 義理と人情のこの世界”の歌詞がある。

特に年配の方には義理と人情が心に大きな比率を占

めているように思えます。義理がすたればこの世は闇

よ 私も義理と人情に生きたいと思います。 

                     (M.H)

 

年賀葉書切手シート当選番号
 

下２桁  ０７・５１ 
 切手に交換してご持参ください。


