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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
惠美奈博光（大阪サウスクラブ）
阪 和 部 主 題「楽しく歩もうワイズライフ!」
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】
６月例会プログラム
６月１５日(木)
司会

ローマの信徒への手紙 ５章３節

わたしたちは知っています。苦難は忍耐を生み、忍耐は練達を生み出し、
練達は希望を生み出します。
― この一年間の苦労は、次の年度への希望の種でした ―

東 YMCA
山内信三君

３０周年から

新たな活動の芽生え
会長
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横田 会長
ワイズソング
一
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藤井敬子君
横田 会長
ゲスト&ビジター紹介
会長の時間
横田 会長
田中阪和部部長
部長挨拶
インフォメーション
各 担 当
役員交代式
田中阪和部部長
新役員・事業委員長 抱負発表
食前感謝
佐古至弘君
食事
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クラブ会則審議(総会)
横田 会長
阪和部会説明
正野忠之君
誕生・結婚祝
横田 会長
ニコニコアワー
正野君&初田メさん
ＹＭＣＡの歌
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同
閉会挨拶・点鐘
望月 会長

横田憲子

今期の河内クラブは、３０周年を「為せば成る」の
節目で迎えたこと、そして私達の親クラブであるサウ
スクラブさんの立派な５０周年のお祝いに出席させ
て頂いたことは記憶に残る期となりました。
また、私がもたらす数々の失態をカバーして下さっ
た河内クラブの大きな懐と、惜しげもなくいろいろな
能力を河内クラブに捧げていただいた、皆様のお支え
を心より感謝申し上げます。
会長としてスタートした時は、今まである河内クラブのプログラ
ムを繋げる気持だけでしたが、新たに事業委員会でサンホームの車
椅子清掃を年に１度の活動としてスタートしたこと。使用済み切手
の整理を１泊研修と各家庭で協力頂き 1.8 ㎏郵送できたこと。
「らく
らく車椅子登山」を東大阪ケーブルテレビの取材を受けられるよう
に準備し６月に放映予定が決まったこと。そしてクラブとして、最
終土曜の 6:00 より居酒屋 和み をサンホームスタッフと共に入居
者・デイサービスの方々が和める時間として頂くため、サンホームが
ご用意下さるメニューに、ワイズが２品プラスしてサービス支援を行
うこと。皆様のご協力を得てこのように河内ワイズの行動と活動に芽生えが出てまいりました。ここで、EMC
に熱い思いで取り組みをされている次期会長望月強様にバトンをお渡し致します。１年間、とにかく会長とし
て持ちこたえられたのは、皆様の心強ご協力の後押しがあったからと厚く御礼申し上げます。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
５ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２０名
２名
１６名
１名
８５.0％

％を

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
５月の全出席者

％に訂正いたします。

２１名
８名
４５名
１０名
５５名

５度ＢＦポイント
現金
0円
累計
33,800 円
切手
０pt
累計
０pt

書き損じハガキ
５月分
0円
累
計
970 円

にこにこファンド
５月分
31,400 円
累
計
183,818 円

大阪河内ワイズメンズクラブ
5 月例会報告
２００６年５月１８日（木）18:30〜21:00
出席者(敬称略)
メ ン横田・岩坂・増石・佐古・初田・望月・田中・芳澤・丸尾・
伊藤・尾北・藤井・新本・中野・山内・鈴木
メネット 望月・伊藤・大谷・初田・中野・新本・大薮・田中
ゲスト＆ビジター 今井利子(なかのしま)・惠美奈富紀子・吉田
全孝・芳子・(サウス)・杉浦英・文子・林夏代・林成子・岩本二三
子・内田彩子・宍戸秀子(奈良)・遠藤通寛・典子（泉北）・
宮本桂子・田保尚芳・加藤幸・加藤光子・松川知子・鈴木貴
子・伸(ゲスト)
力石裕澄美（ゲストスピーカー）･
以上 45 名
５月例会は年に一回のメネット例会であり、他クラブの
着飾ったレディ も多数ご参加賜り、さらに大阪河内クラ
ブ恒例のメネットへのサービスプログラムが組み込まれ
て、華やかな例会となりました。メンはすべて蝶ネクタイ
着用で、メンはボーイサービスに徹するとの約束事があり
ました。さあ始まり始まりうまくいきましたら御喝采。
司会は初田メネットの落ち着いた態度で始まりました。開
会点鐘は大谷メネット会長、メネットソン
グでの開会も通常例会と違うということを
認識させられた。聖句朗読は望月メネット
「夫たる者よ、自分の妻を自分自身のよう
に愛しなさい。自分の妻を愛することは自
分自身を愛することである。
」 横田会長挨拶とゲストビ
ジター紹介。
恵美奈メネット主査さんご挨拶は今
期メネットの動静でもあった。食前感
謝は新本メネット。準備されたお弁当
にも心配りがうかがわれて、あじつけ
も最良ベリグッド。

２００６年 ６月報

--サンホーム ６階 −
記録

新本英二

本的に異なる流れをくんでいます。パイプオルガンの笛
に空気をふいごで流し込んで音色を出す装置をバンドネ
オンはもっているのです。左側に低音部ボタン、右側に高
音部ボタンがあって全部で５オクターブの音階がありま
す。ボタンは順序よくならんでいませんので覚えるのが一
苦労でした。
荘厳なパイプオルガンの
演奏音色が、この小さなバ
ンドネオンから出てくる不
思議な楽器だということを
耳で確かめてください。Ｊ
Ｓバッハ曲 「主よ。人の
望みの喜びよ」を聞く。つ
いでアルゼンチンタンゴの
「デ バンドネオン」。「ツ
ール」（南への意）。「金の
心」等の演奏があった。確かにこのバンドネオンはアルゼ
ンチンタンゴにぴったりだ。
ドイツで芽生えたバンドネオンがヨーロッパの国々を南
下してスペインに至り、海上を支配していたスペイン貿易
船団によってアルゼンチンにもたらされたのであろう。演
奏途中で左側だけでつまり低音部のみの演奏を披露して
くださった。「エル チョコロ」の演奏はダンスホールの
雰囲気。哀愁を帯びた音色。踊る者はいなかったが。
・・・・
演奏途中では、蝶ネクタイのボーイサービスが続いてご希
望のコーヒ、紅茶、８年もの梅酒等が提供された。ご来客
のすべての方々に喜ばれ楽しませたメネット例会であっ
た。タツタツタツタツ タツタアタアタツタツ ・・・・・・。
ニコニコアワーは別紙で。

ホストに喜びを感じている?田中次期部長

ゲストは力石裕澄美(チカライシヒトミ）さん。幼少時
期よりピアノを始められ、２００３年よりバンドネオンに
集中される。現在京都を中心にタンゴ・シャンソンの伴奏
奏者。
力石さんのお話は先ず楽
器の紹介説明より始まった。
ドイツのバロック音楽とく
にＪＳバッハの曲はパイプ
オルガンで演奏されていた。
パイプオルガンは楽器の中
で最大であり、このパイプオ
ルガンを持ち運びできる楽
器にしょうと考案されたの
がこのバンドネオンと呼ば
れている楽器なのです。一時
巷に普及していたアコーデ
オンとは両手で操作演奏するという点では似ているが、根
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負けられないと

岩坂メン

大役が終わって笑顔の大谷美佐子メネット会長
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5 月例会にこにこ語録

(敬称略)

記録

初田

稔

鈴木貴子 (ゲスト) 本日は感激し
ました。
鈴木 伸(ゲスト) 鈴木伸です。(あ
りがとう)

松川知子 (ゲスト)
突
然に寄せて頂きましたのに和やかな会を
見せて頂きびっくりしています。
加藤清香 (ゲスト) (お名前を言って)加藤
清香です。(ありがとう)ありがとう
加藤光子(ゲスト) 初めて寄せて
頂いて、演奏を聴かせて頂き、
本当に良い感じの会でした。あ
りがとうございました。
加藤 幸(ゲスト) 今日は久しぶりに色んな方にお会
いできて嬉しかったです。演奏も素敵で
した。
杉浦 英 (奈良クラブ) 素晴らしい演奏を
有難うございました。メネット例会は 3
年間連続して出席させて頂いてま
す。
杉浦文子(奈良クラブ) いつも 5 月
に河内はメネット会をなさるんで
すが、誕生日と結婚記念日のお祝
いを河内クラブから頂いて有難うございます。
今井利子 (なかのしまクラブ) 今日は素晴
らしい演奏を有難うございました。私の
クラブの方はアコーディオンをなさる
んですが、少し違う感じがしました。ど
うしてこのような珍しい楽器をされるのか興味があ
ります。
伊藤玲子 私が判った曲は一番最後の
曲だけでした。(笑い)踊りだしたくなる
ようなタンゴでした。これが一番印象に
残っています。良い音楽を聴かせていた
だきました。
望月治子 今日は大勢の方々が参加し
てくださり大変賑やかでございました。
新本力子 初めてバンドネ
オンを聞かせていただき有
難うございました。
力石裕澄美 (メインゲスト) バンドネオン
をやり始めたきっかけは、アストラ・ピ
アトラという作曲家でバンドネオンの奏
者が出ている音楽番組を見て、最初は音
楽に興味があったのですが、後に彼が弾
いている楽器に興味が出てきて、生で聴
いたら素晴らしく感動して「これだ!」と思って始め
ました。
大谷美佐子 今日は有難うございました。
横田憲子 フランスには行っ
たことはないんですが、フラ
ンス映画のバックに流れる、
もの哀しく哀愁を帯びた複雑な心境をイ

メージしながら聴かせて頂きました。
惠美奈富紀子(サウスクラブ) バンドネオ
ンはタンゴしか知らなかったんですが、
こんなに重厚な音楽が聴けるとは知り
ませんでした。
遠藤通寛(泉北クラブ) いつも EMC 事業
にご協力を有難うございます。河内ク
ラブも来期は部長が出ますので多くの
入会者を増やしてください。余談なん
ですが、今日ここに来る時に家内が河内クラブに行
くから化粧しようかと申しました、丁度その時に相
撲のテレビがかかっていまして、化粧するより化粧
まわしの方がええんとちゃうかと言って怒られまし
た。(大爆笑)
宮本桂子 今日は本当に楽しいひと時
を過ごさせていただきました。初めて
の例会でこんなに楽しい思いをして良
いのでしょうかと思っています。テー
ブルのメンバーもすごく楽しい人達で
昔からのお知り合いのような雰囲気でとても楽しか
ったです。今後ともよろしくお願いします。
遠藤典子 (泉北クラブ) 私を見ると化粧
まわしを思い出すかも知れませんが、
(爆笑)本当に今日は楽しかったです。い
つも数字ばかりを見て、数字と喧嘩を
しているような状態なんですが、今日
は気持ちの転換をさせていただきました。
山内信三 演奏の難しさをお聞きして、これは聴く
側に徹するのが得だと思いました。
吉田芳子(サウスクラブ) 梅酒を 3 杯もお
代わりさせていただきまして少し出来
上がっています(爆笑)
岩本二三子 (奈良クラブ) 今
日は楽しい例会を有難うございました。
メンさんのサービスもすごく良くて心
地よく過ごさせていただきました。
内田彩子(奈良クラブ) 初めての楽器との
出会いを楽しませて頂き有難うござい
ました。また、楽しい例会でした。本当
に有難うございました。
宍戸秀子 (奈良クラブ) 今日は良い音楽
を聴かせて頂き有難うございました。
いつも 5 月のメネット例会には出席さ
せていただきますが、この和やかな気
持ちはメンの素晴らしい「愛」でしょ
うか。(拍手)
林 成子 (奈良クラブ) 私もバンドネオ
ンは始めての楽器で、パイプオルガン
を携帯にしたようなものだとおっしゃ
いましたが、教会のパイプオルガンで
も軽快なタンゴのような曲が弾けるの
か、一度お願いしてみようかなと思う気持ちになり
ました。河内クラブのメンのご接待も年々上手くな
り、心がこもっているように思えます。来年もまた
楽しみにしています。
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林 夏代(奈良クラブ) 私もバンドネオン
は初めて聴かせていただきました。私も
習いたいなと思いましたがボタンの並
び方をお聞きして、もう駄目だなと思い
ました。(爆笑)これからは私も聴かせて
いただく方にまわります。
尾北 昇 バンドネオンとはどんなものか本日お聞
きしまして勉強になりました。パイプオルガンと繋
がっているとは全然思われなかったんですが、この
音を聴いたらなるほどと良くわかりました。
吉田全孝(サウスクラブ) エルチョクロ。
素敵だったです。バンドネオンを演奏す
る人達は頭の額の辺がピカピカした人
達が思い出されますが、こんなに若い女
性がされるのは本当に珍しいことで感
激しました。(感極まって言葉が続きません)
新本英二 最初にパイプオルガンの話がでましたが、
バンドネオンは旅回りの楽器としてパイプオルガン
の代わりに発達した楽器なんですね。パイプオルガ
ンは全ての楽器の原点なので、どんな音色も出すこ
とが出来ます。
佐古至弘 私たちは戦後 20 年代にアコーディオン
しか聴いていませんが、今日は珍しい音色を聴かせ
て頂き有難うございました。岩坂正雄メンが所用の
為に先に帰られましたので、お預かりしたものを入
れておきます。
伊藤圭介 先日の夜のテレビ映画でシャルウイダン
スというのを観たんですが、多分あれに出ていたの
がバンドネオンじゃなかったですか、先生いかがで
しょうか、ご覧になっていませんか。それと少しの
報告です。英文のホームページを作っていますが、
先日の「母の日」に全世界に発信しましたら、アメ
リカから凄い反応があり、一人で 100 人程に転送
したような反響があり世界を 2 日で回った感があり
ました。
田中加代子 先日に父が亡くなった時
には皆様有難うございました。私はこ
の 2 年間は父の介護で例会には出られ
なかったんですが、久しぶりに出席し、
バンドネオンの演奏を聴いて心が慰め
られました。今日は楽しかったです。
中野義彦 結婚祝いを有難うございました。バンド
ネオンはもっと激しいタンゴの楽器だと思っていま
したが、パイプオルガンから発展した楽器だとお聞
きして納得しました。
丸尾欽造 最近はバンドネオンにはあまり関わりが
ないのですが、昔は晩になるとネオン街へと(爆笑)
バ ン ノネ オン ・ ・相 変わ ら ずば かば か しい お話
を・・・・(大爆笑)
望月 強 長らく病気療養をしていました石田鐡一
君が大分良くなってきましたので、近々に出席され
ると思います。昼間の例会には参加できるとのこと
なので、昼間の例会も再開したいと思
っています。
藤井敬子 私はテレビでバンドネオ
ンという楽器をクイズか何かの番組

−4−

２００６年 ６月報

で見たことがあるんですが、その時には音色は聞け
なかったんですが、今日は現物を拝見し音色も聴か
せて頂き楽しかったです。
田保尚芳 バンドネオンの素晴らしい
演奏でした。僕は今からネオン街へ出か
けようかと思っています。
芳澤伸之 今日は力石先生のネームプ
レートを作るのを忘れまして申し訳あ
りません。私は先生の名前を「りきいし」と読んで
おりまして、
「あしたのジョー」の「りきいし とお
る」のようないかつい人が来るのかと思っていたら、
非常に若くて綺麗な方が来られて目を白黒させてお
ります。本日は遠路はるばるお越し下さいましてホ
ストを代表してお礼を申し上げます。(爆笑)
田中惟介 「河内ホストクラブ」も 3 年を過ぎまし
てそろそろ経営が安定してきました。しかし、ホス
トが段々と高齢化をして来まして(爆笑)チツプの入
りが全然ないんですが、今日は若手を一人確保しま
して次年度に向けて準備しています。
初田 稔 先ほどバンドネオンのボタンが左右ばら
ばらで、音階も順番に並んでいないとおっしゃいま
したが、ジャバラの伸縮で音階が変わるのならば、
ボタンの数を少なくしたら良いのにと考えています。
もしも 1 個のボタンで演奏できれば私にも出来そう
なので。一度考えてください。
増石広之 結婚祝いを有難うございました。素敵な
バンドネオンの演奏を有難うございました。楽しま
せて頂きました。
中野涌子 このホストの「愛」
は優しさの愛でしょうか、お釣
りが沢山いる「愛」でしょうか。
大薮暢子 きっと後者だと思い
ます。有難うございました。
初田眞佐子 今日は沢山おいで下さい
まして有難うございました。

今月のニコニコは 31400 円でした。ご協力に感謝
いたします。

花束を胸ににこやかにご挨
拶をされる
力石裕澄美先生

にこにこ担当の中野涌
子メネットと大薮暢子
メネット
ご苦労様でした。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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第 31 期第 12 回役員会
２００６年 5 月 25 日（木）

為せば成る！

東ＹＭＣＡ

30 年の歴史を重ねて

日本区強調月間

評価・計画

出席者

横田・初田・望月・田中・芳澤・佐古・丸尾・
鈴木・藤井・大谷・
6 月例会 6 月 15 日（木）６：３０〜8：3０
サンホーム
担当：C グループ
田中・山内・正野・佐古・藤井・初田・

6 月例会役割分担
司 会
山内信三君
聖句朗読 藤井敬子君
食膳感謝 佐古至弘君
食事手配 佐古至弘君
ニコニコ 正野忠之君・初田眞佐子さん
7 月号ブリテン原稿担当
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
巻頭言

横田憲子 君
田中惟介 君
正野忠之 君
鈴木えみ 君
尾北 昇 君
大薮暢子さん
山内信三 君
望月 強 君

芳澤伸之
最近、あまり腹のたつことがない・・・
--- ような気がする。--考えようによっては、穏やかなことで、嬉しいことであ
るようにも思えるのだが、本当に腹のたつことがないかと
いうとそうではない。
仕事をしている中ではありすぎる、のが現状である。し
かし、仕事の中で腹のたつことは、全てその場で解決しな
ければならないことばかりであって、ひとこと言いたい、
なんてことは言っていられない。ということは、仕事の忙
しさを言い訳にして、社会のいろんな事象をあまり見てい
ない、感じていない、感じようとしていないからに他なら
ない、ということになる。
先日も電車の中での携帯電話、１５分話し続け、電車を
降りてもまだ続けている女の子がいた。
今までなら腹のたつことの一つだったが、最近はそれがあ
まり気にならない。
「よくやるな〜」と思うくらいになっ
てきた。

審議事項・連絡事項
★

★

★

★

★

★

６月例会プログラム検討・
部長挨拶 役員交代式
２００５年〜２００６年委員長報告（7 月例会にて）
次期委員長年間予定発表
阪和部の予定に関して
５月２７日（土） 次期役員主査・会長会
南 YMCA
東Ｙ・わくわくウエルネスデイ（5 月 28 日）
補助金として￥10.000 支出決定、実行済
当日協力＝初田・望月・田中
５月・６月 和み 居酒屋 参加者予定
6 月は部評議会、懇親会と重なる為メネットさんに特
に協力を要請
功労会員に関して
特別会員制設置を検討。会員に階級が出来ることに疑
義があり会費、資金獲得方法等を含め時間をかけ抜本
的な改革を検討する。
その他
・ ５月２７日（土） ２００６年度 大阪 YMCA
会員大会
大阪 YMCA
・ ５月２７日（土）
和み 居酒屋
・ ６月 ２日（金） 第２例会＝部会準備の為の
委員会とする。新役員及び実行委員長
・ ６月１０日（土）〜１１日（日） 西日本区大会
名古屋国際会議場
・ ６月２２日（木） 役員会
・ ６月 24 日（土） 第４回・第１回評議会・合同
懇親会
楓林閣
・ ６月２４日（土）
和み 居酒屋
・ スタッフの歓送迎会企画
・ 会則改正案 次回例会を総会とし賛否をもとめ
る。各人に資料送付。

人間腹がたつから、また嬉しいことがあるから元気も出
る、と私は思っている。
もっと敏感になって、腹がたてば怒り、嬉しいことに感激
する。そんな生き方を取り戻そう。
最近は、自己批判と反省が多い。これが問題だ！

2005.7-2006.6
氏名
新本 英二
尾北
昇
増石 広之
望月
強
岩坂 正雄
佐古 至弘
伊藤 圭介
大谷美佐子
丸尾 欽造
田中 惟介
初田
稔
山内 信三
横田 憲子
藤井 敬子
正野 忠之
芳澤 伸之
中野 義彦
合
計

BF 献金額
金

額
3,000
2,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
300
1,000
3,000
44,300

ご協力に感謝します。 ファンド委員長
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シンガポール珍事情！
私が帰任してはや 2 ヶ月になりました。出勤して業務用エレベ
ーターを乗ると他部署のスタッフの方が「もう東Ｙには慣れました
か？」とお声をかけてくださいました。感謝の気持ちでいっぱいになりました。「まだ 2 ヶ月」もしくは「もう 2 ヶ月」
と自分の都合の良いように、時々で使い分けて物事を考えてしまうのですが、シンガポールに居た 2 ヶ月前はもう遠い
昔のように感じます・・・
今回は私の 2 年間過ごしたシンガポールのことを少し紹介させていただこうと思います。
①シンガポーリアンはみんなバイリンガル！
シンガポールの公用語は英語です。職場や学校では英語で会話をします。ですが家庭に帰れば飛び交っている言葉は中
国語。マレー人の家庭ではマレー語。そしてインド人の家庭ではタミール語。恵まれた環境のおかげで生まれながらに
して 2 ヶ国語以上は話が出来る国民なのです。ちなみに私の友達の旦那さんは、中華系マレーシア人でマレー語・北
京語・バハサ語（インドネシアの言葉）・広東語（中国語の方言）・英語・日本語の 6 ヶ国語を使い分けて話が出来ま
す・・・うらやましい！そして頭の中はどう区分されているのか開けてみてみたい。
②加糖お茶（カトウオチャ！加藤茶？）
紅茶にはお砂糖、コーヒーにもお砂糖、缶ジュースはとても甘く、緑茶にもお砂糖！そしてウーロン茶にももちろんお
砂糖を加えて飲みます。最初はとても飲める代物ではなかったですが、2 年も居ると体が欲してくるようになるのです。
暑い気候のせいか体力の消耗が早く甘いものを摂りたくなるのと、辛い食べ物が多いので中和する為にも（？）甘い飲
み物が必需品。熱帯の国では（台湾でも見ました）加糖お茶、かとうちゃはみんなの愛用飲料です。
異文化で生活するということは新しいことの発見そして驚きそして受け入れることの訓練の連続でした。異文化を受け
入れることでの日本の良さ、素晴しさを見つけることが出来た 2 年間でした。今度のブリテンでは日本の良さ・素晴し
さと物申すについて書かせていただければと思っております・・・
（このシリーズ不評でしたらどうぞ筆者にお知らせ下
さい）
東 YMCA 鈴木えみ

わくわくウエルネスデイ報告
5 月 28 日は東ＹＭＣＡのわくわくウエルネスデイが生駒山麓公園で行われました。このプログラムは夏キャンプの販促
活動と家族での野外プログラム体験の 2 本立ての狙いがありました。プログラムとしては、野外料理の定番『カレーラ
イスづくり』と『焼き板のドアプレート作り』と『自然と友達ポイントハイク』そして宝山寺から生駒山麓公園までの『山
登り』を家族の方々がリーダーやスタッフと一緒に思い思いに楽しみました。
一所懸命に皮むき器でジャガイモをむくお友達、虫取り網を片手にポイントハイクで場内を歩いている途中にクワガタ
ムシのメスを見つけて大喜びのお友達、かまどに薪を組み初めて父息子で火付けに挑戦していたご家族、キャンプファイ
ヤーゲームでお父さんよりもノリにのっていたお母さんたち・・至るところで野外活動を楽しむ素敵な笑顔が見えました。
この 1 日を通して感じたことは、「やっぱり家族って素敵だな〜」と感じたことです。何故かと言えば海外生活 2 年の
間でストリートチルドレンや孤児との出会いがありました。彼らには家族と呼べる父や母、中には兄弟姉妹も居ない子ど
ももおります。一方いくら日本中で核家族が進んでいるとしても、家族が傍にいるのが当然のような日本の社会に戻り、
家族の絆・家族の温かみ・家族の重要さを再発見できた機会でした。
今回は急な申し出であったのですが、河内ワイズの望月さん・田中さん・初田さんが当日のジュース販売のお手伝いを
快く引き受けてくださり、このプログラムをサポートしてくださいました。この紙面をお借りしてもう一度感謝をお伝え
させていただきます。本当にありがとうございました。飲み終わった缶を薪で叩いてつぶす作業をお三方はされていたの
ですが、子ども達はその作業をじっと見てまねてやってみる・・・そしてそれが子どもの新しい遊びになる・・・子ども
達が遊び楽しむ姿を、いとおしい眼差しで見守るおじいちゃんお三方がいらっしゃる・・・このような光景を見させてい
ただき、「これは 2 世代ファミリープログラムではなく、3 世代交流プログラムだ！」と心がほっと温まりました。
そんないろいろな思いを抱かせてくれたわくわくウエルネスデイ。着任して 2 ヶ月ですが毎日素敵なスタッフとリー
ダーそしてワイズメンに支えられ、この東の地で奉職させていただけていることに感謝だなぁと思いつつ報告を書かせて
いただきました。ありがとうございました。
東 YMCA 鈴木えみ

東大阪ケーブルテレビ放送期間決定
らくらく車椅子登山の放送日が決定しましたのでご連絡いたします。
６月１２日から１８日までの
月曜日(12)〜金曜日(16)は am 8:30〜
土曜日(17)は pm 4:00〜
日曜日(18)は pm 5:30〜 ３０分番組の中で約 10〜１５分間の放送です。
番組タイトルは「市民直送便」です。
尚、１２日(月)〜１８日(日)の PM9:00 からも再放送されます。
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「私の独り言」

岩坂千種

この頃、新聞やテレビの報道を見るたびに怒り、
悲しみがこみ上げてきて気持ちが暗くなります。
私の住む町でも一昨年に小学１年の女児が、下校
途上で連れ去られ、殺害されるという大きな事件が
ありました。
子供に関わる事件のなんと多いこと！
こんな状態では子供たちの安全を守るために、色
んな手立てを考えなければなりません。
朝は、当番の PTA の人に見守られながらの集団
登校、校門の扉は厳重に閉じられ、帰宅もまた集団
下校、このようにして子供たちの安全は守られる。
でも、それで子供たちはしあわせだと言えるので
しょうか。
子供というのは、学校帰りに、時には道草をしな
がら虫を追いかけたり、花をつんだり、カバンを放
り出しての追いかけっこや、かくれんぼなど、自由
な世界を体験することが必要です。
自分たちで行動し、判断し、計画して色んな場面
に遭遇する、そういう経験は人間としての成長にと
ても大切なことだと思います。
一日中隙間無く見守られなければならないという
のは、子供たちにとって何と不幸なことでしょう。

２００６年 ６月報

今回の 母の日 のホームページは海外から多くのメッセ
ージが寄せられました。転送をした、と言うメッセージも
ありました。一人で 100 人位に転送して頂いた Y's men
もありました。アメリカ、ヨーロッパなど母の日は特に重
要な日と理解しました。反響の多いのには驚きました。ア
メリカのブリテンには母を讃える関連の詩や記事などが
掲載されているのが多くありました。

Dear Y's Man Itoh,
Thank you for your kindness. I look forward to
receiving more information about your club and about
Japanese culture. Best regards to you and all of your
club members.
Y'sly and sincerely,
Robert Sims, RD
Pacific Northwest Region
Dear Y's Man Itoh,
I am happy to receive your email about your website
and your club in Osaka. It is a very good idea, I
think, to communicate with other Y's Men and
perhaps to visit each other's Clubs when we can.
Please continue to send me any information about
your Club and activities.
My Club is in Seattle, Washington. Our Club name
is Y's Men's Club of MMEM YMCA, Seattle. Best
regards to all of your Club members. Y'sly,
Robert Sims, RD
Pacific Northwest Region

メネット会長の任期を終えて
第３１期

メネット会長

大谷美佐子

春風若葉にかおるころとなりま
した。皆様にはお元気でお過ごし
のことと存じあげます。任期もあ
と僅かになりました。
今年度は、３０周年の大きな行
事もあり、皆様のご協力本当に感
謝申しあげます。たえず横田会長よりアドバイスを
いただき微力ながら各行事を無事に終えられホット
しております。
皆様、１年間支え頂きまして有り難うございまし
た。心より感謝とお礼を申し上げます。

メールは世界を駆ける
伊藤

圭介

末尾にクラブの皆さんに宜しくとありますので河内
クラブの皆さんに転送させて頂きます。

１、久宝寺緑地公園散策

５月２１日(日)

特別養護老人ホーム入所者５名が晴天の下、久宝
寺緑地公園の散策を楽しみました。公園のボラン
ティアグループ「ヒーリングーガーデナー」の皆
さんが現地を案内誘導してくださり、午後のひと
時、ハーブティーをいただきながら過ごしました。
感謝です。

２、サンホームギャラリー
昨年実施し、好評でした聖句書道展をみとキリス
ト教会佐藤義行牧師の協力により今年も開催します。
今回は、サンホーム 1 階のギャラリーで７月 2 日
(日)から 7 月２５日（火）まで開催します。聖書
のことばが書道によってどのように表現されてい
るか。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

アメリカの North West ですから太平洋側の北でシ
アトル、サンフランシスコ地区の理事からです。
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HAPPY
伊藤
佐古

玲子
利子

BIRTH

DAY

WEDDING

１９ＸＸ年６月 ７日生
１９ＸＸ年６月１５日生

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。

西日本区強調月間

山水

満

広報事業主任（姫路グローバル）

評価・計画

次期の活動を活性化させるためには、今年度を振り返る事が大切です。クラブ目標に対してどの事業が
達成でき、どの事業が達成できなかったのか、そして、それは何故なのか話し合いましょう。
佐野文彦 西日本区理事（四日市クラブ）

６月−７月の予定
６月
６月 ２日（火）第２例会 サンホーム
６月１０日(月)〜11 日(日) 西日本区大会
名古屋国際会議場
６月１５日（木）例会 サンホーム６階
役員交代式
６月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
６月２４日(土) 第４回・第１回評議会
合同懇親会 楓林閣
６月２４日(土) 居酒屋 「和み」

７月
7 月は部長公式訪問の月です
同行の可能な方はよろしく
７月 ７日（金）第２例会 サンホーム
７月１５日(土)〜１６日(日) 西日本区役員会
ホテル クライトン新大阪
７月２０日（木）例会 サンホーム６階
７月２７日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
７月２９日(土) 居酒屋 「和み」

Wind

From

Kawachi

早いもので、もう一年が過ぎようとしています。昨年の今頃は、次月からのブリテンをどのように作成しようかと
悩んでいたのですが、つい最近のように思えます。
あまり代わり映えのしないブリテンでしたが、一年間のご愛読に感謝いたします。新しい企画をと頭では考えてい
るのですが、認知症の初期を自覚している感があるような頭には無理があるようです。
(M.H)

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・ 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:鈴木 えみ

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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