
 

 

 

２００７年１２月報    Vol ３８６ 
 

 
２００７～２００８年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「クラブはひとつのオーケストラ」                丸尾欽造  
阪 和 部 主 題「共に楽しく歩もうワイズライフ」                 遠藤通寛（大阪泉北クラブ） 
西日本区主題「Let’s move forward with conviction! 」「確信を持って前進しよう!」 神谷尚孝（和歌山クラブ） 
ア ジ ア 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕                              藤井寛敏(東京江東クラブ) 

「Let’s join under the Y’s Men’s Flag」  ワイズメンの旗の下に  
国 際 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕                   Lasse Bergstedt(デンマーク) 

「Let’s Show-Let’s Grow」   示そうワイズ!  伸ばそうワイズ! 
 

 
  【今月の聖句】 イザヤ書 40 章 4 節 

もろもろの谷は高くせられ、もろもろの山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しい所は平地となる。 
(黒人差別撤廃運動のリーダー、M.A キング牧師を支えたメッセージです。イエス・キリストがこの世に現れたクリスマスメッセージに通ずるものです。)  

 
 

ＥＭＣ事業主査を経験して 
正野忠之 

今期も５か月が過ぎました。８名の新しいメンバーを迎え、

入会式に走り回ったうれしい悲鳴のこれまでだったように

思いますが、同時に様々な経験もしました。思い起こせば、

ＥＭＣだけは担当するのは嫌だなぁと思っていた私。神谷理

事、遠藤部長とのご縁から、今期何かお手伝いを思っていた

私に与えられた役割はそのＥＭＣで、まして澤田事業主任の

もと、ＥＭＣ一色の中で自分に何ができるのか？がスタート

の実感でした。遠藤部長とのコミュニケーションの中で、や

ることを決めました。入会式があるなら全部出よう、クラブ訪問をして他クラ

ブの雰囲気を肌で感じてみよう、とにかく楽しもう、と。 

これまでで計６回の入会式は神聖なもので、その都度、「ようこそ」という気

持ちと、「長くワイズにいてください」の願いがこみ上げてきました。入会者を

迎えるクラブは、笑顔と活気に満ち溢れています。ワイズメンみんなの願いが

そこに凝縮されているような、そんな雰囲気があります。私はただそこに立ち

会っているだけなのですが、目に見えないエネルギーを得、ほくほくした気分

になり、この雰囲気を阪和部全体に伝えなければという思いを感じてきました。 

このままメンバーが増え、各クラブの例会や活動が充実したものになれば担当

として言うことがないのですが、体制作りに苦慮されているクラブがあること

も現実です。いいことばかりではありません。光と影の中、強い意志で立ち上

がろうとしているクラブを応援していきたい。そんな思いに駆られます。 

健康などやむを得ぬ事情以外で退会者を出さないでくださいと、これまで１

５回の他クラブ訪問で繰り返してきました。私一人の願いではどうしようもあ

りませんが、せっかくＥＭＣ事業主査を経験したのだから、残された時間も訴

え続けていきたいと思います。 

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 11 月度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） 0 名 メネット＆コメット ６名 現金 2,500 円 11 月分 １１月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ３７名 累計 26,500 円 0 円 33,200 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 0pt 累    計 累    計 
1 1 月 の 出 席 率 ８５.7％ 11 月の全出席者 ４９名 累計 26,500pt 0 円 101,956 円

１２月例会プログラム 

 12 月 9 日（日）サンホーム６Ｆ 
第１部・例会    司会 山内信三君 

開会点鐘         丸尾会長 

ワイズソング      一   同 

聖句朗読        山内信三君 

会長の時間        丸尾会長 

インフォメーション   各 担 当 

誕生・結婚祝       丸尾会長 

閉会挨拶・点鐘     山内副会長 

第２部・東ＹＭＣＡクリスマス会礼拝 

 礼拝 

 キャンドルサービス 

 クリスマスキャロル 

 クリスマスメッセージ 松岡虔一牧師 

 

第３部       司会 田中惟介君 

 開会挨拶         尾北館長 

食前感謝        山内信三君 

食事          一   同 

チャリティーロビー展表彰 望月強君 

             丸尾会長 

音楽演奏     ﾊﾟｲﾝ･ｼｮｯﾌﾟ･ﾀｳﾝ 

参加者紹介         司会者 

オークション 横田憲子君･藤井敬子君 

            ウエルネス 

ＹＭＣＡの歌      一   同 

閉会挨拶         丸尾会長 
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 １１月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００7 年 11 月 15 日（木）18:30～20:00                            記録 新本英二

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・藤井・丸尾・望月・山内・芳澤・田中・中野・正野・ 

濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北・岩坂・初田 

メネット 伊藤・望月・新本・丸尾・初田・中野 
ゲスト＆ビジター 

遠藤通寛・典子(泉北)・渡辺秀規(堺))・松岡虔一（サウス）・

今井利子(なかのしま)・白井春夫(長野)・神谷尚孝・三木求・

吉村佐知子（和歌山）・石倉明美(宮本友人)・加藤寿枝(宮本ヘ

ルパー)・上村賢（ライトハウス）・ 

OLGA. AZARYAN（ゲストスピーカー）・塚本桂子(通訳)・ 

以上 37 名 

 
 ロシアの概況           大塚 桂子 

エカテリンブルグはヨーロッパとア

ジアを分けるウラル山脈の傍にある鉱

工業の都市として栄え、３００年の歴史

があります。ロシアは１７世紀ピヨトー

ル大帝の時代に飛躍的に発展し、近代ロ

シアの確立と皇帝権の確立を図った。そ

してロシア帝国と公称し、首都をペテルブルグと呼称した。

ロシアの都市名は変更されることが多く、ペテルグラート、

レーニンサイト、レニングラードさらに現在はサンクトペ

テルブルグと呼称されている。現在ロシアでは２０１0 年

冬期オリンピックが黒海沿いのヤルタで開催されること

で注目を集めている。１９８０年のモスクワオリンピック

が中途半端であったことと、ロシアが豊かになっているこ

とを、全世界にアピールしたい念願である。ロシアは石油

ブームに沸き返っている社会主義経済が資本主義経済に

転換し、貧富の差が大きくなった。ロシアとアメリカの関

係は良くなっている。サハリンが石油埋蔵量が莫大である

と判明しアメリカ資本がロシアに進入しているが、歓迎さ

れている。日本はこの点遅れを取っている。 

モスクワとウラジオストック間に第二シベリヤ鉄道が敷

設されている。 

（ピヨトール大帝在位１６８２～１７２５） 

 

 ロシアのワイズメンの活動内容と状況について 
                オルガ アザリヤン 

日本に来れたことは、大変幸せな事でした。皆様方と

親しくなれて夢のようなことでした、滞在中、伊藤さん、

クラブ会長丸尾さんに特にお礼を申し上げます。ロシアＹ

Ｓを代表して記念品を贈呈します。京都金閣寺は金で造ら

れているとお聞きしましたが、サンクトペテルブルグにも

似たような建物があります。日本ではいろいろと代表的な

建築物を拝見して、本当に歴史のある立派な国だと思いま

す。日本人の自然に対する感情の豊かさ、基準があること

に敬意を表します。日本のワイズに比較してロシアのワイ

ズは若いワイズです。慈善事業を拡大しています。私のワ

イズ活動は二つあり、エカテリンブルグに家族親戚友人が

大勢います。一年前から仕事のため遠く離れたサンクトペ

テルブルグで外科医日常生活をしています。２００９年７

月３１日～８月２

日ロシアのサンク

トペテルブルグで

ワイズヨーロッパ

大会が開催されま

す。ロシアワイズは

地域的に三別され、

北ロシア、中ロシア、

南ロシアとしてい

ますが北に多く集まっています。１９９１年モスクワ近郊

の町でロシアワイズの第一歩がおろされた。ノルウエーと

フィンランドのワイズの援助指導を受けた。エカテリンブ

ルグ、モスクワ、サンクトペテルブルグに拡大した。ワイ

ズ活動は世界的に同じでメンバーの増強・新クラブ増設・

ブラザークラブの提携等々実施されています、会員は学校

教師が多い。また女子会員が多い。２００３年ロシアワイ

ズは独立した。現在３３クラブ、約４００名の会員である。

慈善事業を基調としておりチャリティコンサートは多い。

フィンランドと交流が多い。クラブ活動を明白にする必要

から、行政担当者との交換も実施している。 

ＹＭＣA はアメリカから直接入ってきたが、ワイズメン活

動は北欧ノルウエー、フィンランドから入ってきた。最初

は別々に活動をしたが現在一緒に活動している。外科医の

仕事は臓器腫瘍が専門で大変多忙。大阪キリスト教病院と

日本赤十字大阪病院を見学したが、病院設備は非常に良い。

勤務している職員医師看護婦すべてに立派であった。 

ロシアは社会主義経済から資本主義経済に変革し、全て

が一変した。最近欧州圏への天然ガス輸送管の整備、石油

輸送管の完備等々で石油価格の上昇と相まって、ロシア経

済は安定し、給与も上昇した。大学卒初任給約５万円、ロ

シアでは以前からの名残で教員等の給与体系は低いが、全

体レベルが急上昇している。勤務している病院５０床、年

間３４０腫瘍手術をした。腫瘍手術は全て無料。通常病気

は３０～５０％負担金を払う。 

ロシアでも孤児が多い。孤児院の設立援助にもワイズは

働いている。 
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にこにこメッセージ(11 月例会) 敬称略 

              テープ起稿 田中惟介 

 
プログラムの都合上今回は各人手書きのメッセージを寄せて

いただきました。席順・反時計回りで記録します。メッセージの

記載されていない方は省かせていただきました。             

岩坂 Olga さん、大歓迎。塚本さんのご奉仕 感

謝いたします。 

遠藤阪和部長 メネット例会にはた

くさんの方々の参加を頂きあ

りがとうございました。河内ク

ラ ブ の メ ネ ッ ト 例 会 の よ う

な・・・？ほんとうにありがと

うございました。ハラショ～ スパシーバ 

三木次期阪和部長 オルガさん貴重

なロシア区の Y’s 活動のお話

ありがとうございました。帰

国されてもお元気で！！ 

遠藤メネット主査 １１月１１日の

合同メネット例会に多数御参加いただきまし

てありがとうございました。又ロシアのワイ

ズメンのオルガさんにも花をそえていただい

た事に感謝致します。河内の皆さんの暖かさ

にも感謝しております。ほんとうにありがと

うございました。 

吉村ファンド主査 大阪河内クラブ

の例会にはじめて参加させて

いただきました。クラブの楽

しい雰囲気を体験させていた

だきました。ありがとうござ

います。阪和部ファンド事業

主査として、この１年、ファンドへのご協力

の程よろしくお願い致します。 

松岡 サウスＣ １２月のクリスマス例会を楽し

みにしています。 

今井 なかのしま 先日のメネット会でも感銘し

ましたが、ワイズって国境が無いですね。初

めてロシアのワイズメンのオルガさんとお会

いでき、お国の事を知ることが出来ました。

今度は河内クラブからの返礼訪問、特に功績

者の伊藤さん 大歓迎請け合いですね。頑張

って！ 

白井 長野Ｃ 新年合同例会にぜ

ひ多くの皆様ご出席下さい。

メネットさんも共に。 

渡辺 堺Ｃ 新年合同例会ご出席

よろしくお願いします。 

山内 遠くのロシアに Y’s メンズ

クラブがあるとは知りませ

んでした。ロシアはソヴィエト共産主義のイ

メージが強く、何か暗い感じがしていました

が、オルガさんの笑顔から何か明るいイメー

ジをもてました。 

新本 オルガさんを迎えての１１月例会を感謝し

ます。他クラブメンバーや外特別な方々もお

いでになりロシアの話に期待をもって居りま

す。 

佐古 チャリティーランに参加よろしくお願い致

します。 

大谷 オルガさん、ロシアのお話ありがとうござい

ます。興味深くうかがいました。伊藤様宅に

孫とうかがい子供も大変よろこんでいました。

ありがとうございます。 

正野 オルガさん 日本の思い出をいつの日も忘

れないでくださいね。外科医としての活躍を

祈っています。 

芳澤 親睦を深めた楽しい例会でした。この縁を大

切にしたいものです。そしてオルガさんの母

国 ロシアへのクラブ訪問が出来れば最高で

すネ。 

藤井 一つ覚えたロシア語があります。スパシーバ

です。ありがとう。 

初田 従来と少し違うニコニコで、今日は沢山しゃ

べろうと思っていましたのに・・・ 

   ロシアよりオルガさんを迎えて遠い異国のこ

とを教えられ 世界旅行をした思いです。行

く事の無い国を知りました。 

初田メネット 本日は、沢山の出席者があり、にぎ

やかな例会でした。ロシアの話を楽しみにし

ていました。いつもこのような盛大な例会で

ありますように。 

伊藤メネット 今回、オルガさんの訪日で大勢のワ

イズの皆様のお支えにより無事、日本での滞

在を終えることが出来、心より感謝申し上げ

ます。世界中がお友達の感を深く致しました。

平和な世界中であります様、祈っています。 

丸尾メネット会長 大勢のゲスト・ヴィジターの

人々におこしいただき、楽しい例会になりま

した。ロシアよりおこしくださった、オルガ

さん、スパシーバ(有難う) 

望月メネット 今日は美しいロシアの Y’s メン 

オルガさんをお迎え出来て感謝です。いつか、

又、国際大会でお会い出来ることを願ってま

す。有難うございました。 

新本メネット 遠いところから来られてロシアの

クラブのこと等をくわしく近くでお話を聞く

ことが出来て感謝します。 

尾北 ロシアが身近に感じられるようになりまし

た。特にサンクトペテルブルグが。 

望月 阪和部チャリティゴルフコンペ(法隆寺カン

トリー)でホールインワンをやっちゃいまし

た。 

伊藤 オルガとの出会いもそうですが、ワイズメン

途上で多くの国内・海外でインターネットを

通じて出会える時代に巡り合せた幸せを感

じています。 

石倉明美 ゲスト 初めて参加さ

せて頂きましてありがとう

ございます。今回はロシアか

らのお客様を迎えて、サンク 
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トペテルブルグの町の紹介や Y’s の活動等

の説明をお聞きし、とてもラッキーな１日で

した。 

宮本 ロシアの事、サンクトペテルブルグの事が良

くわかりました。ロシアのワイズメンズの

方々が大変積極的な取り組みをされているの

を知り、勉強になりました。ありがとうござ

いました。 

加藤寿枝 宮本サポーター 今日はありがとうご

ざいました。 

濱添 ハラショー 

田中 クラブ有志の方々に慰労会をしていただき、

ありがとうございました。ようやくパズルの

最後のピースが納まったように感じます。 

上村賢 ゲスト Y’s Mens Club

と YMCA の誕生から現在ま

での歴史をご紹介 興味深く

うかがいました。 

   ロシアのカレンダーありがと

うございます。数字が縦に並

んでいるのは初めてです。文化のちがい、多

様性をあらためて感じました。 

Olga Azaryan (ロシア語で)この度の会は本当に

すばらしいものです。又、準備もよくやられ

ています。本当にありがとうございました。

(塚本さんに訳していただきました) 

丸尾会長 積極的に行動をおこされるオルガさん

を敬意を持って歓迎できましたことに感謝。

いつの日か、どこかでまたお会いする日を楽

しみにいたしております。 

神谷西日本区理事 伊藤さんの招聘でオルガさん

の来日が実現し、河内クラブの皆様が大歓迎

され、有意義な交流が進んでいることに感心

しています。 

 

本日のにこにこ￥33,200-でした。 

 

 

 

第７回 チャリティーロビー展開催中 
 

恒例のチャリティーロビー展が開催中です。 

期間は１１月２６日(月)から１２月９日(日)まで

です。約７０点ほどの力作が、サンホームのロビー

に展示されています。その一部を紹介します。 

 ぜひ、サンホームに足を運んで皆様の力作、秀作

をお楽しみください。 

 なお、表彰式は１２月９日の河内クラブクリスマ

ス例会で行います。 

 

 

 

 
 

 
 

クリスマス例会 
オークション用献品の 

お願い 
 

12 月１０日の例会当日か、それまでに

 東 YMCA までお届けください。 

 

商品名と提供者名及び標準価格か 

販売希望価格を明記してください 
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第３３期 第６回役員会  
２００７年 11 月 227 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“クラブはひとつのオーケストラ”  

日本区強調月間  EMC-M 

 

出席者  
丸尾・山内・大谷・藤井・芳澤・望月・濱添・田中・横田・尾北・

佐古・伊藤・ 

 

12 月例会 12 月 9（日） サンホーム 

担当：C グループ    

    横田・大谷・田中・望月・山内・濱添・青野・ 

ゲスト  パイン・ショップ・タウン  担当 横田憲子 

ギター２・ベース・ドラムス・キーボード・ヴォーカル 

（大阪クラブ・豊島正利プロダクション） 

参加予定者数： 

会員  名、メネット 名、ゲスト  名、ビジター  名 

 

例会役割分担 
 司 会 第一・二部 山内信三君  第三部 田中惟介君 

 聖句朗読   山内信三君   食膳感謝  山内信三君 

 食事関係   サンホーム・大谷美佐子君・丸尾メネット 

 会場関係   山内信三君・メネット会 

 オークション受付  横田憲子君・メネット会 

 受   付  青野剛暁君・藤井敬子君・芳澤伸之君 

 

1 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく         佐古至弘君 

役員会報告           大谷美佐子君  

例会報告             濱添吉生君 

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)   佐古利子さん 

巻頭言              岩坂正雄君 

 

審議事項・連絡事項 
《審議事項》 

１． チャリティラン参加者の確認 
伊藤玲子・大谷美佐子・尾北 昇・佐古至弘・新本英二・

田中惟介・濱添吉生・丸尾初子・丸尾欽造・望月強・横

田憲子          １２名 

 

２． 河内クラブパンフレットの作成 
部数  １０００部作成予定 

委員会を構成し基準案を作り例会において承認を得る 

委員長に初田稔君を指名 

 

３． 阿南国際海洋センターへの支援方法をどのようにす

るか 
    評議会（１０月２７日）で確認の結果 ヨットの贈呈  

河内クラブは１０万円を目途に対して①会員の意志を

尊重して、募金袋を作成し負担の無いように毎例会で配

布する。 

 

４． オルガさん来日の総括 
    交流委員よりアンケートを作成し意見をつのる 

プログラム・日程・ボランティア・費用について・     

今後の交流のあり方について  その他 

 

歓迎会収入１５１０００円 支払１５５２０円  

残金４８０円は、雑収入として会計へ 

 

5．ジャガイモの報告 

在庫数 じゃがいも ８箱・カボチャ 完売 

（１１月２２日現在） 

    仕入れ代金は、１１月５日支払済み   

6．ロビー展への取り組み   
    現況報告       ５０点（１１月２２日現在）        

表彰基準と選考方法  検討中 

    表彰状等の準備    初田君が用意 

    選考日   １２月３日（月曜日）午後２：００より 

 

7．１１月「なごみ」参加者の確認（１１月２４日（土） 
    丸尾・横田・藤井・佐古・大谷・伊藤メネット 

 

8．阪和部新年合同例会出席者確認（１１月２２日現在）  
    丸尾・望月（２人）・田中（２人）・山内・芳澤・横田・

佐古・大谷・伊藤メネット 

 

9．欠席が続いているメンバーへのアプローチ 
    声がけして出席啓蒙に努力する。 

 

10．クリスマス献金 街頭募金 
今年度目標６０万円  

街頭募金 

（八戸ノ里駅前） １２月９日（日）15:00～17:00 

     １２月１４日（金）18:00～19:00 

（八尾駅前）  １２月２２日（土）10:00～12:00 

 

11．次期役員選考委員会発足 
    委員長   直前会長 望月強君 

    委 員   中野義彦・正野忠之・田中惟之・横田憲子    

立候補者受付の案内をブリテンに記載 

 

12．その他    各委員会報告：    

    １２月例会・クリスマス会 

   １２月９日（日曜日）１階ロビーにて 

           午後２：００ 準備のため集合 

           音楽演奏の謝礼として５万円 

    次回打ち合わせ １１月３０日（金）午後６：３０～ 

（役員・Ｃグループ・担当者）     

 
 
 
 
 
 
 

公   示 
 

河内クラブの次期役員立候補者を受け付

けます。 

希望の役職名(会長 1 名・副会長 2 名・

書記 2 名・会計 2 名)を明記の上、１２

月 31 日までに丸尾欽造会長まで必ず文

書で届け出てください。 

立候補者が無い場合は、役員選考委員会

で選考して会員にお願いに参ります。 

その時は快くお受け頂きますようにお願

いいたします。 
 

次期役員選考委員会 

委員長  望月 強 
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：わたしの楽しみ：     大谷美佐子 

 

私の楽しみのひとつに地図を見る事があります。 

地図の上の道を目で走っていきます。こちらの道、

あちらの道とわくわくとします。そして、いつか行

ってみようと思うところが沢山できてきます。 

なかなか忙しいです。その土地に行って地元の人

と会話したり、めずらしいものを見たり、食べたり。

時にはとんでもない細い所に入り込み苦労もしまし

たが、近頃は用心深くなり年のせいかなぁと・・・。

さて次に目指すは何処にしましょうか。 
 

 
第１３回 

チャリティーランの報告 
 田中惟介 

 

１１月２３日（祝）素晴らしい秋空の下、第１３

回大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 2007 が万博記

念公園にて開催されました。 参加チームは 順位

制３４チーム 宣言制２７チーム オープン制８チ

ーム 合計６９チーム 総参加者数 ８５０名でし

た。 

支援金最終報告は後日ご報告されますが、閉会式

では概算支援金￥3,668,950－が贈呈されました。 

  東 YMCA からは順位・宣言・オープンに各 1 チ

ームがエントリーし、順位制にエントリーした“東

YMCA チャリレンジャー”が 9 位になりました。 

河内クラブの参加者は  

丸尾夫妻、望月、佐古、横田、大谷、尾北、濱添、

新本、伊藤メネット、田中の 11 名。 
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Olga、大阪河内クラブ訪問記 
伊藤圭介 記 

ロシアの Ekaterinburg ワイズメンズクラブか

らアザリアン オルガ（女性、外科医）を 11 月 7

日―１６日に亘り大阪河内クラブに迎えました。 

以下は滞在日記です。 

 

7 日 
関空着、丸尾会長、横田

さん、伊藤の 3 人が出

迎えました。直ぐに海遊

館、大阪城見学。当日は

伊藤宅泊まり。 

8 日 
歓迎会をキャッスルホ

テルで開催、神谷尚孝理

事、東京から久保田貞視

様（アジア TC・東日本

区 TC）,十河弘様（IT ア

ドバイザー・文献委員）

のご出席を加え、31 名

で Olga を歓迎しました。当日のロシア語通訳は

大阪大学、神戸外国語大学で教鞭を執っておられ

る塚本桂子先生にお願いしました。Olga は当日

は京阪ホテル泊まり。 

9 日 
岩坂メンがホテルへ Olga を迎え、淀川キリスト

病院、大阪赤十字病院の二つの視察案内をして頂

きました。 

10 日 
奈良方面へ望月、横田メンが案内、岩坂メン宅で

合流し、食事の接待を受け、望月、横田メンは当

日に行われる田中惟介直前阪和部部長の慰労会出

席の為お帰りになり、後は岩坂メンが Olga の案

内役を引き受けて頂きました。 

11 日 
阪和部合同メネット会に Olga 出席、塚本 桂子

先生の通訳で交流を深めました。 

12 日 
丸尾会長、伊藤、伊藤メネッ

ト同伴で伊勢志摩へ、真珠島

では Olga は楽しそうに買い

物をしていました。伊勢神宮

に案内した後、伊藤メネット

は帰阪し、Olga,丸尾会長、伊

藤メンと名古屋へ、名古屋泊

り。 

13 日 
新幹線で京都へ。三千院、清水寺、金閣寺など見

学、夜の京都を散歩し、Olga は買い物などをし

ながら京情緒を楽しんでいました。 

14 日 
フリーな日で、八尾の ARIO で朝の 11 時頃から

５時頃まで昼食はいらないと言い、買い物に熱中

していました。正直この日が私に取っては一番疲

れました。 

１５日 
午前中、河内長野の花の文化園へ。午後は大阪河

内クラブの例会へ。プレゼンテーションでロシア

のワイズメンズクラブの現状と塚本桂子先生のロ

シアの経済、諸外国との政治の動きなど密度の濃

い内容の例会をもちました。 

  
１６日 

８時半望月メンが Olga を空港へ、伊藤夫妻同行。

関西空港では丸尾会長と合流。１０時４０分に税

関通過。１２時発 Finnair、ヘルシンキ経由で帰

国。 

 

１０日間がこんなに短い、一瞬と感じたのは初め

ての経験でした。 

Olga の大阪河内クラブ訪問に就きましては、ク

ラブから支援金を頂いておりますのに、Olga を案

内して頂いた皆さんにも何かとご負担をお掛けしま

した事を心からお詫びと御礼を申し上げます。 

尚、塚本桂子先生のロシア語には、Olga も「ま

るで故郷でロシアの友人とお話をしているような雰

囲気です。」又、「大阪河内クラブの皆さんとの暖か

い交流と日本の伝統文化と人情の細やかさをこの１

０日間の大阪河内クラブ訪問を通して学びました。

生涯の思い出を頂いて帰ります。」こんな言葉を残し

て Olga は帰りました。 
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  『チャリティーランに参加して』    

東ＹＭＣＡ 菅 秀晃 

 

２００７年１１月２３日、万博公園にて毎年恒例の大阪Ｙ

ＭＣＡチャリティーランに参加しました。チャリティーランは参加者延べ８５０名とたくさんの方々が参加

されるＹＭＣＡの大きなイベントです。今年度は東ＹＭＣＡからも多くの走者や応援団の方々が参加され、

延べ４６名の参加でした。 

東ＹＭＣＡではチャリティーランのねらいを「すべての人たちがひとつになり、チャリティーランを楽し

もう！」とし、応援団を結成して事前の応援グッズ作りに盛り上がりました。又、サンホーム利用者の方と

ウエルネスサッカークラスのメンバーが走者として参加して頂きました。順位制に野外リーダーが１チーム

エントリーし、宣言制にウエルネスサッカークラスの子ども達が１チームエントリーしました。又、ディサ

ービスの利用者とサンホームスタッフが１チームエントリー致しました。結果は順位制が９位、宣言制が２

６位でありました。そして、ワイズメンズの皆様、スタッフの皆様、サッカークラスの保護者の皆様、みな

さんの声援が走者に送られていました。その様子はＹＭＣＡの運動体として働きを形として見られたように

感じます。 

すべての人たちがひとつとなること。人間関係が希薄な社会の中でチャリティーランで見られた異世代交

流。人間と人間が関わる事の楽しさと喜びを気付かせてくらました。異世代交流の本来あるべき空間の共有

がそこには感じられました。 

 色々な世代が活動するＹＭＣＡ。素敵な空間をこれからも会員の皆さんや地域の方々と創っていきたいと

思います。 

 

ＹＭＣＡ桃の里  八木 知加 

１１月２日に桃の里のグラウンドで草抜きを実施しました。 

小人数での実施となりましたが、グラウンドのネットに巻きついている蔓を取り除いたり、グラウンド周り

の雑草抜きを行ったりと約３時間ほど青空の下、会話を楽しみながら行う事が出来ました。実施前に比べる

ととても明るいグラウンドになり、ご協力くださった方々に心より感謝申し上げます。 

 

                          

 

 
年末年始スケジュール 

１２月２１日（金）         特養餅つき 

１２月２２日（土）         居酒屋「和み」 

１２月２４日（月）         特養クリスマス（ハンドベル源氏ヶ丘子供会） 

１２月３０日（日）～１月３日（木） 年末年始休業（デイ・ﾍﾙﾊﾟｰ・ｹｱﾌﾟﾗﾝ・地域支援） 

     特養・ショートのお休みはありません。 

１月 １３日（日）         特養新年会（出演者 美空ひばり実妹） 

 

クリスマス献金街頭募金 

１２月 ９日（日） １５：００～１７：００  近鉄八戸ノ里駅前 

１２月１４日（金） １８：００～１９：００  近鉄八戸ノ里駅前 

１２月２２日（土） １０：００～１２：００  近鉄八尾駅前 

 東ＹＭＣＡ会員（子供・成人）で街頭募金を行ないます。ご協力お願いします。 

 

クリスマス献金のお願い 

東ＹＭＣＡでは下記のプログラムへの支援をいただいております。 

来年度のプラグラム実施のためにもご協力をお願いします。 

    ２００７年度東ＹＭＣＡクリスマス献金プロジェクト 

    地域の高齢者支援（ふれあいサロン） 

    知的障がい者（児）外出支援（レインボウクラブ） 

  ２００７年度東ＹＭＣＡクリスマス献金目標額  ６５０，０００円 

 

河内ワイズメンズクラブとしては、「サンホームロビー展への出展料」「クリスマスでのオークションの

売上金の半額」をクリスマス献金としてご協力いただいております。 
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連載 ＮＯ 37 「私の独り言」 
  「初孫の笑顔に癒されて」      

 尾北松子さん 

私は去年の 4 月に初孫(娘の子供)を授かった。 

この子は娘が二度の流産を経て3度目の妊娠でやっ

と誕生した。5 週目の心音が確認された後、急に心

音が止まってしまう症状で、二人の子供を失った娘

は心も身体も傷付いて見るも哀れだった。 

精密検査の結果、不育症と診断された娘は 3 度目

の妊娠はヘパリンの自己注射を朝晩しながら頑張っ

た。薬剤師の娘と言えども、大きなお腹に注射針を

指すのは見ていて可哀想で仕方がなかった。ヘパリ

ンに依る母体が出血しやすい心配や、赤ちゃんに影

響はないかと言う心配も幸いなことに丸々した元気

な男の子が大きな産声をあげた瞬間、全ての苦労が

報われた。 

最近やっと片言が喋れるようになった孫は、私や

主人の顔を見ては「ばーばー」「じーじー」と飛びっ

きりの笑顔を見せてくれる。「ちょうらい」と可愛い

手を重ねたり、美味しい時は「おいちい」と可愛い

ほっぺに小さな手を当てる。私はいつも心の底から

「生まれてきてくれてありがとう」と繰り返してい

る。この子からいっぱい「愛」を貰ってる。 
 

 

 

 

阪和部合同メネット会報告 
メネット会長 丸尾初子 

 

「メネットの笑顔はワイズの宝物」 

楽しみましょう！！メンと共に 

                             

 日時 ２００７年１１月１１日（日）午後１時 

 場所 大阪南ＹＭＣＡ・２階ライブラリー 

  

 何と言っても、河内クラブから

とても多くの方が参加いただいた

ことを感謝してご報告いたします。

とりわけ、ロシアから来日中のア

ザリアン・オルガさんが河内クラ

ブのワイズメンの一人として参加

いただいたこと、そして塚本桂子様の通訳を得て、

オルガさんの美しい響きをもつロシア語がメネット

会に広がったあの雰囲気は本当にすばらしい交流と

なったことなど何をさしおいてもお伝えしなければ

ならないと思います。 

 林成子メ

ネット事業

主任さん、

遠藤典子メ

ネット主査

さんから、HIV/AIDS への理解と支援、メネット独

自のファンドへの取り組みなど今年度の方針やその

経過などメッセージをいただき、その言葉に後押し

されるように各クラブメネット会長からそれぞれの

活動状況などご報告されました。河内クラブは、Ｙ

ＭＣＡ桃の里幼稚園からサンホームまで、幼児から

老人の方々までの幅広い場で、ボランティアに勤し

んでいることをご報告させていただきました。 

 
活動プログラムの後、「園芸と人

間形成」と題して、植下五郎氏（大

阪長野）からお話をいただきまし

た。物言わぬ草花を育てる中で「生

命」を感じ、考える、それは教育

の一環として大切なエッセンスを

もつものであると知らされました。

札幌農学校にクラーク博士が、そこに人作り教育が、

そんなお話もありました。

園芸療法による健康との

関係などは真新しい観点

でした。園芸体験として、

水耕用土によるミニ観葉

植物の寄植えもさせてい

ただき皆さんで楽しむこ

とができました。「こんな楽しい集会をいつも開い

ておられるのですか」と、オルガさんが問いかけら

れました。自然や木々草花に興味を持っておられる

オルガさんはとてもご満悦であったようです。 

 
ご参加の方々： 
アザリアン・オルガ、塚本桂子さん、伊藤玲子、伊藤圭介、

大藪暢子、大谷美佐子、正野忠之、田中加代子、田中惟介、

中野涌子、初田真佐子、初田稔、藤井敬子、丸尾初子、 

丸尾欽造、宮本桂子、西井とみこ、望月治子、横田憲子、

以上 19 名。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  横田 允宏 １９４３年１２月２５日生       宮本 桂子＆善 之夫妻 １２月 ６日 

大藪 芳教＆暢 子夫妻 １２月１７日 

 

 

日本区通年強調目標 Public Relations 
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピールし、ワイ

ズメンズクラブの認知度を高めましょう。                守田富男 広報事業主任（八代クラブ） 
                                

 西日本区強調月間  EMC-M  

現状維持からの脱出。クラブ内外における自己の存在感を示し、求心力を高めよう。 

                          澤田賢司 EMC 事業主任（京都グローバルクラブ） 

 

                     

            

１１２２月月－－１１月月のの予予定定  
 

11２２月月   
１２月９日（日） 第１例会 サンホーム 1 階 

クリスマス例会・ロビー展表彰式 

１２月 9 日(日) クリスマス街頭募金 

   八戸ノ里駅前 15:00-17:00 

１２月 13 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

１２月 14 日(金) クリスマス街頭募金 

八戸ノ里駅前 18:00-19:00 

１２月 22 日(土) クリスマス街頭募金 

八尾駅前 10:00-12:00 

１２月 26 日(水) ブリテン発送 

 

11 月月   
１月 12 日（土）～13 日（日） 次期役員研修会 

クライトンホテル大阪 

１月 13 日（日） 阪和部新年合同例会 

大阪南 YMCA 

１月 17 日（木） 第１例会 サンホーム６階 

１月 22 日(火) 東 Y 運営委員会 

１月 24 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

  

 
第 33 期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:丸尾 欽造 副会長:山内 信三 書 記:初田 稔・大谷美佐子 会 計:藤井 敬子・芳澤 伸之 

メネット会長:丸尾 初子 直前会長:望月 強 連絡主事:濱添 吉生 

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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/ 
 

Wind From Kawachi 
私の最も好きな季節の秋を存分に楽しみたいと思っていましたが、今年の秋は急ぎ足で、いや駆け足で過ぎてしま

いました。展示会用の写真を撮りに行く暇も無く、予定していた旅行も出来ず今年の秋は過ぎていきました。今月も

色々なことで忙しい日々でした。今日も体は元気です。しかし、心はしばらく曇りが続きそうです。     (M.H)

 

クリスマス例会の 

ご案内 

 
ゲストに「パイン・ショップ・タウン」の

バンドをお迎えして、楽しいクリスマスの

ひと時を過ごしましょう。 

 

と き ２００７年１２月９日（日） 

ところ YMCA サンホーム 

    １階ロビー 

じかん ５時００分開会 4 時３０分受付

    ８時３０分終了 

かいひ  

メン・メネット・ビジター  ５０００円 

リーダーOB ファミリー   ３０００円 

スタッフ          １０００円 

ボランティアリーダー    無料 

 

恒例のオークション用の献品をお願い致し

ます。 


