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２００６～２００７年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「すべての活動は EMC に続く」                望月 強  
阪 和 部 主 題「この先を見よう!!」 広野にワイズの旗を立てよ!          田中惟介（大阪河内クラブ） 
西日本区主題「一人はみんなのために、みんなは一人のために」        森本榮三（大阪高槻クラブ） 

     One for all 、all for one     
ア ジ ア 主 題「Participation and Inspiration」参画、そして感動を!            Lee Joo-Min(韓国) 
国 際 主 題「Active Participation with Love」愛をもっても積極参加       Choi Han-ki (韓国) 
 

 
 
  【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

払い得ようか。 
― 7/18 「安全の日」は、東 YMCA 野外活動における水死事故を覚えて制定された。命の尊厳を肝に銘じたいものです ― 

 

ご挨拶 
                         会長 望月 強 

河内クラブの会長を初めて務めましたのは、

今から２５年前のことです。ワイズに入って５

年を経過したばかりで、クラブとは何かも分か

らずに引き受けた状態でした。私も若く、私の

子供たちも幼さなく、又全てのクラブ員も若々

しさそのものでした。私自身は若返ることは出

来ません。しかしクラブは活性化し若返らす事

は出来ます。クラブの永遠の課題はクラブ員の増強です。この

１年は会員獲得に全力を注ぎます。若い人だけがターゲットで

はありません。老若男女すべてがターゲットです。奉仕に興味

があり、好奇心が旺盛であれば全てワイズメンの資格が十分あ

ります。 

メンバー獲得するには、我々のクラブも改革しなくてはなり

ません。時代に応じたクラブに変革しなければ人々は集まりま

せん。例会の持ち方にも工夫が必要です。私も全力を挙げて改

革に努力いたしますが、クラブの全員が一致協力して、改革に

努力しましょう。 

夢は大きく会員倍増です。  

 
 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２０名 ゲスト＆ビジター        ５名 ６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 ６月分 ６月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ２７名 累計  44,300 円 0 円 19,260 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １６名 切手 ０pt 累    計 累    計 
６ 月 の 出 席 率 ８５.0％ ６月の全出席者 ４３名 累計 ０pt 970 円 171,678 円

 

７月例会プログラム 
７月２０日(木) 東 YMCA 

 
         司会  大谷美佐子さん 

 

開会点鐘          望月 会長 

ワイズソング        一   同 

聖句朗読          伊藤圭介君 

ゲスト&ビジター紹介    望月 会長

会長の時間         望月 会長 

インフォメーション     各 担 当 

入会式           望月 会長 

入会者挨拶          新入会者 

食前感謝          山内信三君 

食事            一   同 

２００５年～２００６年度 

  事業委員長・プロゼクト委員長活動報告 

 次期予算案提出       芳澤伸之君 

 前期決算報告        増石広之君 
誕生・結婚祝        望月 会長 

 ニコニコアワー      山内&岩坂君 

ＹＭＣＡの歌        一   同 

閉会挨拶・点鐘       望月 会長 
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  ６月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年６月１５日（木）18:30～20:30                       記録 正野忠之 

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・正野・山内・鈴木 

メネット 望月・伊藤・大谷・初田・新本・田中 

ゲスト＆ビジター 今井利子(なかのしま)・松岡虔一(サウス)・ 

宮本桂子・加藤寿枝・田保尚芳・ 

                          以上２７名 

 

 横田会長として最後の開会点鐘が

定刻に行われ、６月例会がスタート

しました。司会は山内メン。今日は

田中新阪和部長として初仕事の日で

もあります。大阪サウスクラブより

松岡虔一メン、なかのしまクラブよ

り今井利子メンがビジターとしてお越しくださいま

した。 

また、らくらく登山でお馴染みの宮本さんと望月

新会長の秘蔵っ子である田保（たやす）さんが例会

に出席してくださいました。宮本さんは元リーダー

をされていたとのことで、ＹＭＣＡとご縁があり、

近々いよいよメンバー入りです！ 

 

まずは６月１０、１１日に開催されました西日本

区大会において、我が河内クラブが「最優秀クラブ

賞」を受賞した旨の報告が会長より行われました。

らくらく登山が高く評価されたとのことです。 

 ク ラ ブ 内 の

イ ン フ ォ メ ー

シ ョ ン が あ っ

て、田中阪和部

長の就任挨拶。

メ ン バ ー 数 の

減 少 と い う 現

実 に 目 を そ む

けるのではなく、現実を直視して危機感を感じなけ

ればならないという主旨のお話をされました。決し

て新メンバーが増えていないのではなく、増えた以

上に減っているというのが現実です。 

続 い

て 役 員

交 代 式

が に こ

や か に

行 わ れ

ました。

部 長 が

田中さんであるという安堵感があったのでしょう。

横田会長と望月新会長がバッジ交換を終え、いよい

よ新体制のスタートです。 

望月会長は２５年ぶりの会長職だそうです。「今

がチャンス。すべてのプログラムが会員数増強につ

ながるようにしていきたい」と挨拶されました。Ｅ

ＭＣがメインテーマです。続いて役員と事業委員長

の就任挨拶があり食事の時間。 

横田会長より西日本区大会の参加報告に続き、阪

和部会実行委員長の正野メンより部会の概要報告と

メンバーへの積極的な協力依頼がありました。９月

３日はすぐそこです。 

引き続き、クラブ会

則の改正が丸尾メン

より提案され審議さ

れました。総会として

の定員数を満たした

ことが横田会長より

宣言されました。内容

についてはブリテン

に同送された通りで

す。挙手により改正案が決議されました。 

例会はその後、誕生・結婚祝い、ニコニコアワー、

ＹＭＣＡの歌と続き、閉会の点鐘が望月会長により

鳴らされ、ほぼ定刻に終了しました。横田会長、大

谷メネット会長以下役員のみなさん、本当にお疲れ

さまでした。最後になりましたが、本年度の会費が

完納されたことが会計の佐古メンより報告されたこ

とを付記します。 
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６月例会にこにこ語録 (敬称略) 

記録 山内信三 

 

田中惟介 家内の父のお葬式の夜に入院した私の実

父が明日、義父の満中陰に合わしたかの様に４９日

で退院します。 

鈴木えみ ４・５・６月と新しい年が始まりました。

ウエルネスのスタッフは忙しく働いています。健康

で仕事が出来るようお祈り頂ければと願っています。 

  

加藤寿枝 今日はヘルパーで参加しま

した。なにかパワーをいただきました。 

宮本桂子 主人とは平

成１３年に再婚しました。オースト

ラリアに新婚旅行に行こうと言う間

もなく１ヶ月半で病気で倒れました

が、体力もつき元気になりましたの

で明後日オ―ストラリアに参ります。 

新本英二 ドイツで行われているサッ

カーを見ておりまして、最後の９分で

点を３点も取られる、これはだめだな

あと思いました。持久力がないと言う

か悲しくなりました。 

伊藤玲子 ただ今はお誕生祝いを頂

きまして有難うございました。まあ

大台いいますか、まだまだ大台は有

るでしょうけれどもあと１０年はＹ

ＭＣＡと Y’s のお仲間にいれて頂け

たらなあとしみじみ今思って入る所で、それで、今

回最優秀クラブ賞を取って頂いたのがほんとうにす

ごく嬉しいです。 

望月治子 いつもお世話になってお

ります。久しぶりのメネット会長で

勤まるかどうか分からないのですが、

田中メネット主査さんを盛り立てて

頑張ってゆきたいと思います。 

田中加代子 今年一年メネット主査を

させて頂きます。７月８日に第１回の

主査研修会が豊中駅前のホテルで有り

ますので行って来ます。 

大谷美佐子 孫が八尾駅前の２才児の

プレスクールに入れさせて頂きました。

人数が少ないとゆうことなので、新聞

の折込広告をコピーして宣伝をしまく

っています。１年間横田会長のアドバ

イスを受けながらメネット会長をやらさせて頂き有

難うございました。 

田保尚芳 こんばんは、わたしはオ

―ストラリアではなく、東南アジア

サッカー最強の国ベトナムに来月行

ってきます。 

藤井敬子 今回はじ

めて丸尾さんより先に喋ることが出

来ました。毎回、毎回丸尾さんの後で

何を喋ろかなあと何時も悩んで居り

ましたので何か心が嬉しく思います。 

芳澤伸之 鈴木さんが就任され、宮本

さん、森さんが栄転されたということ

で、歓送迎会を今月中に行いたいと思

います。それから４月に弟がゲストス

ピ―カーにこちらに寄せて頂いたのですがこの８月

からブラジルの方へ転勤になりまして２～３年は帰

ってこれないだろうと寂しがっています。 

増石広之 いつまでも若くいきたい

なあと思うんですけれども、携帯電話

失なったり、車乗って行ったん忘れて

電車に乗って帰って来たり、だいぶボ

ケておりますんで気つけたいなあと

思っています。 

初田 稔 去年の今ごろ優秀クラブ賞はもらったん

ですが、最優秀クラブ賞は忘れて帰って来たので、

横田会長に今年は必ず貰って帰って下さいと言いま

したら、律儀にちゃんと貰って帰ってくれました。 

佐古至弘 ２年間会計をやりまして、

会費の取立てで非常にうらんでいる

方もいてると思いますけれど、おか

げさまで先月に全て完納して頂きま

した。有難うございました。日本区

大会の後、私の悪友の宮崎幸男さんやその他昔の大

阪Ｙの鈴木武二氏、もう 87 才ですけれどもご夫妻

で大会に出てきて頂いたので、土佐堀旧館で１３～

１４年間居ておりました連中と４５年ぶりにお話を

して、また昭和２７～３３年ごろの六甲キャンプ場

のドクターの奥さんも一緒でした。これからは、伊

藤さんもおっしゃったようにあと１０年間位は動け

るかなあと思っております。リタイアするのは、何

時かは分かりませんけれどもよろしくお願いいたし

ます。 

丸尾欽造 横田会長はじめみなさま

のお力で初めて最優秀クラブ賞を河

内クラブが持ち帰ったと言うことで、

本当にいい年になったなあと思いま

す。横田さんはこれぞ Y’s メンという

個人賞をセントラルクラブに居られた時に取ってお

られます。来年は区の役員をされるので、区、国際

レベルのターゲットの位置づけにあるんではないか

と思います。 

尾北 昇 今週週末は３日間、一日

４つの会合、会議がありましてこれ

大変だなあと思いましたが、今日 Y’s
の例会に参加して、皆さんの熱い心

と心意気を聞かしていただいき、気

持がリラックスすると同時に発奮する気持が沸いて

きて、今日この場所に居さしていただいて有りがた

いと思っています。 

伊藤圭介 最優秀クラブ賞おめでとうございます。 

新本力子 最優秀クラブ賞、横田会長の働きを感謝

いたします。 

今井利子 有難うございます。今日も

元気をもらって帰ります。朝コーラス

に出て、お昼からサンホームに来て３

つ目が松岡先生との１０周年の打合 
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せ、４つ目が河内クラブでした。でも疲れないんで

すネ楽しかったからだと思います。 

松岡虔一 最優秀クラブ賞をまじま

じと見させていただいたのですが、ど

うしてサウスじゃないのか、なかなか

納得が出来かねて、あれだけ恵美奈さ

んがウクレレ弾いて頑張ったのに少

し残念な気がしています。今度は多分サウスだと思

っています。 

岩坂正雄 宮本さんとそんなに古い

縁があったと初めて知りました。今

度オーストラリア連れて行ってくれ

たら有り難いです。最優秀クラブの

リーダーとして横田さんほんとに感

謝したいと思います。今、夫婦そろってメネット以

外で同じクラブとゆうケースはめずらしいと思いま

す。ぜひご主人よろしくお願いします。 

山内信三 和歌山 Y’s のチャリティゴルフに行っ

てきました。大谷美佐子さんもお友だちと参加され、

高スコアで楽しくラウンドされていました。河内ク

ラブも是非コンペと思います。望月会長よろしくお

願いします。 

望月 強 いよいよ 7 月 1 日から会

長に就任いたします。固いクラブにな

らんように努力いたします。私は根っ

からの固い方ですので、出きるだけ柔

らかく持って行きたいと思います。 

横田憲子 2 度目の会長なんでけれ

ども、前回は 10 人ちょっとのクラブだったんで随

分しんどくて、体調を壊したんですが 20 名は最低

必要という 20 名の有難さを河内クラブで経験させ

てもらって、こんな賞も頂きまして、嬉しく終わら

せて頂くことに心より感謝申し上げます。 

初田真佐子 西日本区大会で横田会

長が壇上に上がられて、正々堂々と

ほんとうに立派でした。沢山のメン

バーで手を叩いてお祝いしてあげら

れたらなあと思ったんですが、胸が

一杯になりました。こんな感じは皆

さんにも味わって頂きたいなあと思いました。 

正野忠之 横田会長お疲れ様でご

ざいました。最近一緒に帰るパタ

ーンが出来ています。そこの八百

屋さんに寄って、会長は野菜を買

って近鉄電車に乗って帰るパター

ンが何故か出来て来ました。クラ

ブでの役割は薄かったのですが、陰で時々荷物持ち

をしていました。宮本さんはリーダー出身で私も同

じ立場ですのでそういった人は増えていけばいいな

あと思います。 

 

 
本日のニコニコは 19,260 円でした。ご協力に感謝いた

します。 

 

 

 第 32 期第 1 回役員会  
２００６年 6 月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“全ての活動は EMC へ続く”  

 

日本区強調月間  Kick-off・EMC-C 

 
出席者 望月・丸尾・岩坂・初田・藤井・芳澤・横田・

鈴木・山内・伊藤・大谷・佐古・増石・正野・

望月メネット 辻野啓一(奈良) 

 

7 月例会 7 月 20 日（木）６：３０～8：3０ 

サンホーム  担当：A グループ 

山内・岩坂・伊藤・石田・芳澤・中野・大谷 

 

7 月例会役割分担 

 司 会  大谷美佐子君  聖句朗読 伊藤慶介君 

 食事手配 芳澤伸之 君  食膳感謝 山内信三君 

 ニコニコ 山内信三君・岩坂正雄君    

 

8 月号ブリテン原稿担当 

こーひーぶれいく      山内信三 君 

役員会報告         初田 稔 君  

例会報告          山内信三 君  

Ｙニュース         鈴木えみ 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) 尾北松子さん 

にこにこテープ起し     岩坂正雄 君 

巻頭言           丸尾欽造 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ 7 月例会プログラム検討・ 

入会式 宮本桂子さん・田保尚芳さん 

２００５年～２００６年委員長活動報告 

 7 月例会で発表して原稿を提出。8 月報に掲載。 

★ ゲストスピーカーについて 
    方向性の決定・・・ Y の子供たちの親向けの話 

★ 巻頭言担当  会長の計画通り 

★ 午餐会の再開 
第３例会として担当事業委員を決める(会長に一任) 

主旨は例会メーキャップ、学べること、 

★ 阪和部の予定に関して 
6 月 24 日（土） 新旧合同評議会 南 YMCA 

           終了後懇親会 

阪和部会について 

６月３０日 １０時３０分集合、ラグビー場で下見、 

東花園駅 10 時 15 分 集合 

★ ６月２４日 “和み”居酒屋 参加者予定 
  伊藤メ・藤井・初田メ・佐古 

★ ８月納涼例会 
日時・参加費・その他 

   ８月２７日(日) 午後２時から５時まで 

   東 YMCA6 階 担当グループ C(正野) 

★ その他 
6 月 28 日（水） 歓送迎会・最優秀クラブ賞受賞祝会 

7 月 29 日（土） “和み”居酒屋 

7 月 7 日（金） 第２例会 

7 月 27 日（木） 役員会 

部長公式訪問随行 

2005-2006 年度決算 

2006-2007 年度予算案について 

大阪 YMCA の向谷主事より連絡のあった Y’s 入会希望者

に書記より資料送付済み 
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第 9 回  

西日本区大会フォト報告 
In Nagoya 国際会議場 

 

第１部 

 
開会前の客席 

 

 
開会前の客席 

 

 
開会前の客席 

 

 
バナーを持って入場する横田会長 

 

 
雛壇の横田会長 

 

 
各クラブ会長が勢揃い 

 
各クラブ会長が勢揃い 

 

 
国際会長のご挨拶 

 

 
若駒のショー 

 

懇親会 

 
森本次期理事の乾杯の発声 

 

 
懇親会会場の風景 

 

 
懇親会会場の風景 

 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 

 
懇親会会場の河内メンバー 

 

２００６年６月１０日～１１日に

名古屋国際会議場で、第９回西日本

区大会が行われました。 

 １０日は朝早くから役員会や準備

役員会、メネット会、代議員会が開

催され、忙しい１日が始まりました。 

 午後からは、部長を先頭にして各

クラブ会長の入場、代議員会報告、

部長報告、主任報告等が行われ、待

望の懇親会の時間です。 

 懇親会は着席で大勢の皆さんと楽

しい語らいと懇談の時間が持てまし

た。 

 翌日は、嬉しい表彰式です。クラ

ブとしては初めての「最優秀クラブ

賞」を頂きました。横田会長のご指

導とクラブ員全員の素晴らしい活動

の賜物と思います。本当に嬉しく、

胸を張って帰路につきました。 

 帰りには美味しい「味噌カツ」

を食して心もお腹も満足で一杯

でした。お世話を頂いた皆様に心

よりお礼を申し上げます。 
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表彰式・交代式 
      

 
   最優秀クラブ賞の受賞  これが最優秀クラブ賞の証       交代式の惠美奈部長と田中部長 ギルグ主任と横田主任  

  次年度の西日本区大会をアピールする中西部の皆さん 

理事交代式で国際会長より祝福される佐野直前理事                     

 

    
 会場前の看板で記念写真           ホストをして下さった中部の各クラブの皆さん 

 

                                                      

シンガポール珍事情！ 其の２                    東 YMCA 鈴木えみ 
 

 連載のお許しをいただきましたので（？）、第２弾シンガポールのことについて書かせていただきます。 

今回はちょっと真面目な話。歴史の話です。 

 

 シンガポールは２００４年に建国４０年を迎えた比較的新しい国です。それまではマレーシアのひとつの

州でした。約４０年前に独立を勝ち取って、今は退任しましたがリー・クアン・ユーが首相になり、南アジ

ア一の経済大国となりました。その過程でたくさんの日本企業がアジアの拠点としてシンガポールに支社や

出張所をつくり、１９９０年代初めは約４万人の日本人が住み、シンガポールの経済成長に寄与し支えてき

たことは事実です。 

 ですが第２次世界大戦中、日本はシンガポールにとっては敵国でした。その当時は英国・オーストラリア

連合軍下にあったシンガポールは、マレー半島を南下してきた日本軍の占領を受けました。日本語を強要さ

れ多くの軍人は捕虜として捕らえられ、虐殺されました。捕虜収容所跡地にある戦争記念館に行くとガイド

さんが館内を案内してくださいます。私のツアーのチームにはアメリカ人、ドイツ人、オーストラリア人、

中国人と様々な国の方がいらっしゃいました。ガイドの方が侵略の過程をパネルで使って説明してください

ますが、説明の中に「日本が侵略し・・・」「日本軍が・・・」「日本兵が・・・」と Japan, Japan と何度

も聞かされました。Japan と聞く度に胸が締め付けられ恥ずかしくその場に居られなくなりました。 

では、シンガポールがそんな憎しみの対象となりうる敵国の日本を受け入れたのは何故でしょうか？国の

発展の為だけでしょうか？リー首相が日本に対して「（戦時中日本が犯した罪は）赦します、けれども忘れま

せん。」とおっしゃったそうです。過去にしがみつき自分自身を羽交い絞めにするのではなく、自らを解放し

そして前進する為にその言葉をもって力強い第 1 歩を踏み出しました。 

 赦すことはとても難しいことです。ですが、シンガポールが歩んできた道と素晴らしい発展を遂げた現在

のシンガポールを見れば、赦すことでどれだけの恵みが与えられるかのがわかります。忘れないことも同じ

過ちを繰り返さない為に大切です。ですから「赦します。けれども忘れない。」この言葉は戦争を知らない私

にとても大きな意義が与えられた言葉でした。 

 ちょっと硬くてすみません。次回はシンガポールの天災についてです。       



 大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００６年 ７月報  

－7－ 

 

 

 

 

 

 

 

 
“子供の心をわかって” 

横田憲子 

                                  

 親が子供に殺される。親子関係・家庭等の問題は

第３者にとって好きに言えること。 

でも １つの穴に入っていると、ダンダン穴が深

くなり動きが取れなくなるもの。次に殺人が起こる。

また、ゲーム感覚・テレビ世界の人間が多くなって

残酷な事件になってしまう。 

親が子供に夢を追い求めるのは世界中の親子の確

執である。日本にはその上跡継ぎ問題がある。先代

から続いているものを途絶えさしてはいけないと言

う歴史。しかし、その親の枠から脱出した人もたく

さんいる。暗黒の日々と思っている子供は辛いだろ

う。親側のいろいろな柵にこだわらず、子供の心を

わかって欲しい。子供を殺人者にさせないために。 

 

 
スペシャルオリンピックス日本・熊本 

夏季ナショナルゲームのための 

募金活動ご協力のお願い 
 

2006 年第 4 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナ

ショナルゲーム・熊本は、11 月３日～１１月５日の３日

間熊本で開催され、全国から約１０００名のアスリートが

参加し、ボランティアなど総勢７０００名が参加いたしま

す。 

ナショナルゲーム・熊本開催にあたり、多くのボランテ

ィアの皆様のお力と多額の運営費用が必要となります。そ

こで、熊本県民ならず全国の皆様にお支え頂き、皆様とご

一緒にこの大会を作り上げていきたいと思います。広報と

運営費用調達のためのチャリティーも企画されています

が、大会開催まで募金活動を行い、費用を調達していきた

いと存じます。 

 主旨をご理解の上、どうかご協力くださいます様お願い

申し上げます。この募金は全てナショナルゲーム運営費の

一部とさせていただきます。 

 

募金期間 ４月１６日～１１月３・４・５日 

募金目標 1,100 万円 
 

募金の振込先 

①銀行口座  

肥後銀行 水道町支店 普通預金 2563481 

名  義  
特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・熊本 

理事長 永野 光哉 

②郵便貯金講座 

記号 17180 番号 23763911 

名  義 スペシャルオリンピックス日本・熊本 

 

２００６年７月～２００７年６月 

阪和部行事 日程表 
２００６年  

6 月 24 日（土）   第１回・第４回評議会 

            大阪南 YMCA 

6 月 ～ 7 月      部長公式訪問（別紙） 

８月１９日（土）   第１回主査会 

  大阪南 YMCA 

９月 ３日（日）  阪和部会 

   花園ラグビー場 

９月 17 日（日）    EMC シンポジゥム開催 

大阪南 YMCA 

１０月１４日（土）  第２回主査会 

   大阪南 YMCA 

１１月 ４日（土）  第２回評議会 

  大阪南 YMCA 

１１月〇〇日（〇）  合同メネット会  

１１月 23 日（祝）  第１１回チャリティーラン 

２００７年  
１月 8 日（祝）  阪和部新年合同例会 

ホテルグランビア和歌山 

２月 10 日（土）  第３回評議会 

  大阪南 YMCA 

３月１０日（土）  第３回主査会 

  大阪南 YMCA 

４月 22 日（日）  堺・長野周年記念会 

４月３０日（祝）  阪和部テニス大会 舞洲 

６月２３日（土）   第４回評議会・懇親会 

  大阪南 YMCA 

 

２００６-２００７西日本区役員 
（敬称略） 

理  事  森本榮三（大阪高槻） 

直前理事  佐野文彦（四日市） 

次期理事  神谷尚孝（和歌山） 

書  記  大谷勝彦（大阪高槻） 

会  計  三浦紀生（大阪高槻） 

事業主任 

Y サ・   橋崎 良治（姫路） 

地域奉仕  石倉  尚（京都キャピタル） 

EMC    井之上温代(滋賀蒲生野) 

交流    山野  進(広島) 

広報    荒川 恭次(名古屋グランパス) 

ファンド  横田 憲子(大阪河内) 

メネット  松田 洋子(大阪豊中) 

部長 

中部部   栗原 正明(四日市) 

びわこ部  高橋 辰吉(彦根) 

京都部   大槻 信二(京都センチュリー) 

阪和部   田中 惟介(大阪河内) 

中西部   工藤 義正(大阪土佐堀) 

六甲部   長尾  亘(宝塚) 

瀬戸山陰部 三浦 克文(岡山) 

西中国部  佐々木集子(東広島) 

九州部   立山 範子(熊本) 

行政監事  柴田 善朗(京都さくら) 

財政監事  大野 嘉宏(京都パレス) 
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ウエルネス報告       東 YMCA 鈴木えみ 
  

梅雨に入り雨天でプログラムが変更になったり、中止にな

ったりする回数が増える時期となりました。と思えばうだる

ような蒸し暑さ。夏が近くなってきたなぁと思うこのごろです。 

 ６月４日に上小阪中学校で東ＹＭＣＡ３～６年生サッカー大会が開催されました。サッカー大会は各地域

８グラウンドから約６０名のメンバーが集い、グラウンド対抗での試合やお父さんとリーダーの混合チーム

との全員ゲームで日頃の成果を発揮しました。ＹＭＣＡのサッカー大会では他の団体とは違う賞があります。

『ゲームメイト賞』です。これは相手チームのプレーヤーの良かったところを見つけ賞賛する賞です。なぜ

このような賞があるのでしょうか？それはサッカーというスポーツの特性に理由がひとつあります。サッカ

ーは『見る』ことが大切です。ボールを見る、チームメイトを見る、そしてゲームメイト（相手チームの選

手）を見る・・・ゲーム中いかに周りを見て状況判断が出来るかどうかを促すきっかけです。そしてもうひ

とつの理由は「他者を認める（Respect）」姿勢を養うという理由があります。どうしても人は相手の弱いと

ころに目がいきがちですが、そうではなくいい点を見つけるそして認める人に育ってほしいという願いがあ

ります。試合終了後、子ども達はリーダーと一緒に相手チームのことを思い返し「パスがうまかった」、「声

が良く出ていた」など相手のいいところを書き上げていきます。 

 「他者を認める（Respect）」はＹＭＣＡが大切にしているキャラクターディベロップメントの１つです。

他者を認めるとともに自分を愛することも出来るようになってほしいと願っています。本当に小さなはたら

きかけかもしれませんが、この積み重ねが、将来、自分を愛し他者をも愛すことのできる人とになることを

確信しつつ、日々子ども達と接していきたいと思っています。 
 

  

次期総主事選任の審議 
財団法人理事会決議報告を受けて次期総主事について審議し、末岡祥弘さんを選任することに同意しました。 

 

2006 年度大阪ＹＭＣＡ基本方針 年間聖句 讃美歌（2006 年 5 月 27 日会員大会承認） 

基本方針 

１．プログラムの革新・増強を図り、社会の変化と課題に対応する 

２．人間を考え、育み、リーダーシップを開発する 

３．健全な財政を構築する 

４．125 年を迎える歴史を誇り、記念事業を整える 

年間聖句 

「愛する者たち、互いに愛し合いましょう」 （ヨハネの手紙一 4 章 7 節） 

年間讃美歌   讃美歌 2 編 26 番「ちいさなかごに」 
ちいさなかごに花をいれ、さびしい人にあげたなら、部屋に香り満ちあふれ、くらい胸も晴れるでしょう。 

愛のわざはちいさくても、神のみてがはたらいて、悩みのおおい世の人を、明るく清くするでしょう。 

 

 

 

 

 

１、 特養外出行事 南港 
 ６月４日(日)、特養入所者６名は、ハイアット・リージェンシー・オオサカ 28 階レストラン「天空」で豪華なランチ

に舌鼓を打ち、なにわの海の時空館では実物大の菱垣廻船を見学し、ゆったりとした一日を過ごすことが出来ました。

入所者の皆さんは、満足のご様子で「また来たいね」とおっしゃっていました。 

  

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。聖句に親しむためにも一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 

 

３、サンホーム１０周年記念行事 
 早いものです。サンホームが開所して今年で１０年になります。これもひとえに皆様方のご支援とご協力の賜物と感

謝しております。つきましては、詳細はまだ決まっていませんが、下記の通り記念礼拝と感謝のつどいを執り行いま

す。皆様のご予定に入れておいて下さいますようお願いいたします。 

日時 ２００７年２月２５日（日） １４：００～１７：００ 

場所 サンホーム １階・６階 
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連載ＮＯ 21  

「私の独り言」     大薮暢子 

「忘れ去られた心」 
 

今日もまた、子供に関する悲惨な記事を目にしま

した。いったい、いつから被害者に、そして加害者

となってしまったのでしょう。色々な事情があるの

でしょうが・・・・・・。そのうちのひとつは“絆”

とか“恥”ということが忘れられてきたのだと思い

ます。今は、個々が大事にされすぎて“つながり”

が欠落しているのではないでしょうか。 

個人の自由とは自分勝手というのではなく、相手

をも大切に思う事と思うわけです。努力なくして、

楽をして、よい結果を望むようになったと感じてい

ます。 

家族、友人等々堅く絆で結ばれていれば、又、思

いやりがあれば、今、自分がするべき事、してはい

けない事がはっきりと判ると思うのですが・・・・。 

今ではこのような事をすれば”世間に申し訳ない”

“恥になる”と言う言葉も聞かれなくなった気がし

ます。 終わりのない問題ですね。 

 

 

 

 メネット会長をお受けして 
         第 32 期  メネット会長 望月治子 

 
初めに河内クラブの皆様、西日本区

大会において最優秀クラブ賞を受賞さ

れ、本当におめでとうございます。 

横田会長様に心よりお喜び申し上げ

ます。私たちも大変うれしく誇りに思

いました。以前にメネットブリテン賞や箕浦メネッ

ト会長の時に輝くメネット賞を頂いた事を思い出し

ています。 

今期のメネット会長は必然的にお引き受けいたし

ましたが、初回より２５年過ぎて２回目のお役目で

す。メネットの皆様の手助け無しには勤まりません。

今期は阪和部会や合同メネット会そしてサンホーム

１０周年記念会等が開催されます。田中メネット主

査を軸にメネットの皆様が一人でも多く行事に参加

して頂き、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

 

お知らせ 
 第１回メネット会 ７月２０日 木曜日 例会日 

 

午後４時３０分サンホーム１階ロビーにお集まり

ください。 

 １年間の計画等についてお話合いをしたいと思っ

ております。 

 

西日本区大会 メネット会報告 
報告 初田眞佐子 

 

第 9 回西日本区大会メネットアワーが、名古屋の

国際会議場で開催されました。 

ケニアの国際会長ご夫妻も同席され、スピーチを

頂きメネットアワーに花を添えてくださいました。 

メネット事業主任 管美代子さんの挨拶と事業報

告があり、スペシャルオリンピックスの支援金が、

事務局長の中村勝子様(熊本ジェーンズ)へ贈呈され

ました。 

続いての留学生のスピーチ発表は、

２月 19 日に大阪 YMCA で行われた

日本語スピーチコンテストで優秀と最

優秀賞を受賞された２人のスピーチで

す。 

難しい日本語を上手

に話され、配布された原稿通りに一

言一句間違う事無く話されたのには

感心いたしました。 

松田洋子次期メネット主任への引

継ぎ式、各部のメネット主査の紹介では、阪和部 田

中加代子さんと呼ばれて、代理の田中惟介メンが両

手を大きく挙げ、力強くアピールされました。 

この一年を「マザーテレサの祈り」を原点に活動

をして来られた管美代子事業主任でしたので、参加

者一同で祈りを奉げました。 

閉会のご挨拶に続き昼食タイム、美味しいお弁当

を頂きまして無事終了。 

 

参加者総数 149 名 

クラブ参加者 
望月治子・初田眞佐子・田中惟介・望月強・初田稔 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  初田真佐子 １９ＸＸ年 ７月１２日生 

新本 力子 １９ＸＸ年 ７月２１日生        結婚記念日の方はおられません 

横田 憲子 １９４８年 ７月２７日生 

 
日本区通年強調目標 Public Relations 

魅力あるワイズ活動を、あなたの自信ある言葉とワイズパンフレット等を活用し、外に向かって大いにア

ピールしましょう。                    荒川恭次 広報事業主任（名古屋グランパス） 

 
 西日本区強調月間  Kick-off・EMC-C  

ゴールを目指して「大きくそして強く」キックしてください。クラブが一致団結して会長をサポートしてく

ださい。ゴールは、努力することによっておのずと近づいてきます。常にクラブの”健康”を念頭に置いてく

ださい。                       井之上温代  EMC 事業主任（滋賀蒲生野クラブ） 
                     

              

７７月月－－８８月月のの予予定定  
 

７７月月   
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」 

  

８８月月   
８月 ３日(木)～６日(日) 国際大会 

         韓国 プサン 

８月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

８月１９日(土) 第１回主査会 南 YMCA 

８月 24 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

８月２６日(土) 居酒屋 「和み」 

８月 27 日（日）例会 サンホーム６階 

納涼例会 

 

 

 

第 32 期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:望月 強 副会長:丸尾 欽造 書 記:岩坂 正雄・初田 稔 会 計:藤井 敬子・芳澤 伸之 

メネット会長:望月 治子 直前会長:横田 憲子 連絡主事:鈴木 えみ 

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/ 

Wind�From�Kawachi 
 

今期もブリテンを担当いたします。一年間のお付き合いをお願いいたします。 

色々とブリテンの紙面も変えて、斬新なものをと思いはあるのですが、なかなかアイデアが浮かんできません。 

皆さん良いアイデアはありませんか、良い企画はありませんか。 

どんなご提案でも歓迎します、一度チャレンジしてみたいような企画があれば教えてください。 

                                             (M.H) 

 

お知らせ 
 

８月例会は納涼例会です。 
 

日時 ８月２７日（日） 

場所 サンホーム６階 

時間 午後２時～５時まで 

受付 午後１時３０分 

会費 後日案内します 

 

プログラム 

企画・検討中 

 

恒例のオークションを行いますので献品を

今から用意しておいてください。 




