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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】

ルカによる福音書 15 章 4 節
100 匹の羊のうち、1 匹がいなくなったら、９９匹を野原に残しておいて、いなくなった１匹を見つけるまで捜し歩かないであろうか。
(一人ひとりを大切にする心を失わないようにしたいものです。)

地球は子供たちからの借り物
横田憲子

２月例会プログラム
2 月 21 日（木）サンホーム 6Ｆ

「子育てとは、目の前だけでなく、もっと遠い未
来を見つめること」と、ドロシー・ロー・ノルト
司会 中野義彦君
開会点鐘
丸尾会長
がいっている。又、「地球は親から譲り受けたも
ワイズソング
一
同
のではなく、子供たちから借りているもの」とい
聖句朗読
新本英二君
うアメリカ先住民の古い諺で、その意味は子供た
会長の時間
丸尾会長
ちを大切にし、地球を愛するよう大人たちが守る
入会式
丸尾会長
石倉明美君
のだそうですが、幅の広い将来を見据えた考えの国があるのです。
インフォメーション
各 担 当
そのような国では、国内外の孤児や親が扶養できない子供たちを、
里親家族そして養子縁組などで、家族の一員として育てることを最
食前感謝
新本英二君
善とされている。勿論、国からの支援、親となるための教育と資格
食事
一
同
も必要ですが、そんな愛された生活を送れる子供は人間として大切
次期役員選挙
選挙管理委員会
な心を持って成長していくのでしょう。
次期会長挨拶
わが子だけを見つめ、喜び・心配していても決してすてきな子供
次期役員挨拶
に成長しないし、心豊かな社会にならないのでしょう。最近、国際
誕生・結婚祝
丸尾会長
にこにこアワー 丸尾初子&正野忠之君
結婚は増えても、まだ、里子や養子を家族の一員に加えることの少
ＹＭＣＡの歌
一
同
ない、血縁が強く存在する国で、もしも、子供から借りている地球
閉会挨拶・点鐘
山内副会長
という未来に目を向けることを知っていたなら、少子化問題もいつ
までも続くことがなかったかも知れません。この子供を愛する国デ
ンマークで、今年のワイズメンズクラブ国際大会がひらかれるのです。楽しみですね。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
１ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２１名
0名
１７名
１名
８５.7％

％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
１月の全出席者

％に訂正いたします。

４名
５名
２６名
１３名
３９名

1 月度ＢＦポイント
現金
2,000 円
累計
30,500 円
切手
0pt
累計
30,500pt

書き損じハガキ
1 月分
0円
累
計
0円

にこにこファンド
１月分
18,605 円
累
計
120,570 円

大阪河内ワイズメンズクラブ
１月例会報告
２００８年 1 月 17 日（木）18:30〜20:30
出席者(敬称略)
メ
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記録

伊藤圭介

ン

佐古・芳澤・新本・初田・藤井・田中・伊藤・丸尾・
大谷・中野・尾北・宮本・横田・望月・岩坂・濱添・
山内
メネット 新本・丸尾・初田・伊藤・望月・

作業所メンバー

ゲスト＆ビジター
今井利子・(なかのしま)・石倉明美(・加藤寿枝・岩谷和淑

以上 26 名
丸尾 欽造会長：13 年前の今日は阪神、淡路
大震災が発生し、６０００余人の犠牲者が出ま
した。それに加え、昨日訃報がチェジュから入
りました。河内クラブには特に馴染みの深い宋
丁彦(ソン・キョン。ホン)先生が 14 日に 81 歳で亡くな
られました。例会に先立ち、これらのことを念頭に置いて
暫く黙祷を捧げましょう、
と挨拶されました。
新本英二メンからの報
告：クリスマス献金は街頭
募金、皆さんの個人献金と
オークション合計で 55
万円のご協力を頂きました。感謝。
今西昭雄さん（元会員）から、盲導犬協力として 1 万円
の寄付を頂きました。
今日のメインイヴェント、
宮本 桂子さんのメンバースピーチ：
2005 年 10 月に障害者
が働ける場がないか、と模索
し、自宅の一室を活用してイ
ンターネットオークション
を利用したリサイクルショ
ップを始め、30 人ほどの協
力者を得ました。
２００６年にボランティーア四人で ティンカーベル
が誕生しました。
2007 年、更に作業が出来る家に買い替えて 12 月に
NPO 法人として国から認証を受けました。
２００８年には NPO 福祉作業センターティンカーベ
ル が認可内定しております。就きましては、2 月 23 日
に開所式を行いますので大阪河内クラブの皆さんに式次
第に沿っての段取り、司会などをお手伝いをお願い出来な
いでしょうか、と協力のお願いがありました。私の感じと
しては、全員のメンバーが協力する雰囲気に溢れていたよ
うでした。細かい作業の内容などパワーポイントを使って
説明がありましたが、根本理念は「障害者同志で話し合い
乍、作り上げていく覚悟であり、健常者の皆さんにはサポ
ートをお願いするような体制をコンセプトとする」と自立
の意志を力強くお話されましたが、深く感銘を受けました。

目的
この法人は、障害者に働く場を提供すると共に、
一人ひとりが責任ある個人として主体的に自立した
生活を営み、社会経済活動への積極的な参画を支
援するとともに、障害の有無を越えた幅広い交流活
動の中で、障害者に対する社会的理解の促進を行
い、真に人間性あふれた、より住みやすい社会の創
造に寄与する事を目的とする。
−２−

作業所のキーメンバーの皆さんです。
開所は２月１日ですが、素晴らしい理念を持って NPO 法
人 輪 の開所式が以下の通り開催されます。
2 月２３日 土曜日 午前１０時―１２時 場所：希来里
６F ホール 近鉄、若江岩田駅前。尚、場所はきっちり
と１２時までに退所しないといけませんので宜しくお願
いします、とお願いがありました。
「NPO 法人 輪」の大きな拡がりをお祈りしてブリテ
ン報告とさせて頂きます。
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にこにこ語録(１月例会)
テープ起稿
岩坂

大谷美佐子

宮本さんありがとうございました。何度もありがと
う。
中野 宮本さんありがとうございました。会所
式にはできるだけ参加させていただき
ます。昨日文楽に行ってきました。すば
らしかったです。古きをたずねて新しき
をしるということで皆さんも行ってみられたらと
思います。
濱添 本年もよろしくお願いいたします。Ｙ
ＭＣＡも障害者のプログラム等して
ますので一緒に出来たらと思います。
尾北 昨日、ホームでお二人の方が亡くなら
れました.。ご家族さんが「ほんとに今
まで良く見てくれた」とおっしゃってくださいまし
た。ここに居て良かったと言ってくださる事が私達
の励みになります。
田中 ２月１８日からネパールに旅行の予
定ですが、ただツアーが成立しませ
んので行くのなら一人となります。
語学に自信がないですが７：３で行
く予定してます。宮本さんの手伝い
が出来ないのゴメンナサイ。
大谷 宮本さんのすばらしい活動を見せて
いただいてビックリしています。これ
からも頑張ってください。お手伝いさ
していただきます。
横田 新しい年に新しい活動の場が私達に
出来ました。ありがとうございます。
芳澤 仕事で障害福祉にかかわっていまし
て、それで宮本さんの作業所に伺いま
した。印象に残っているには加藤さん
が棚を「臭い、臭い」とふいているこ
とでした。２３日、お手伝いにいきます。楽しみに
しています。
藤井 パンフレットの裏に不用品等の提供
依頼がありますので持って伺います。
丸尾メネット 宮本さんのこれからのご活
躍をお祈りしております。勉強しなが
らお手伝いさせていただきます.お体に気をつけて
頑張ってください。
新本メネット ありがとうございました。
きれいな作業所で我が家よりかも。
初田メネット 近いのでお手伝いさせてい
ただきます。頑張ってください。
望月メネット お誕生日良いのいただきま
してありがとうございました。来月か
ら使わせていただきます。
伊藤 今日の宮本さんのお話はワイズにと
っても非常にしげきになったと思い
ます。負けたらいかんなあと言う気もあるんですけ
ど。ご健闘お祈りいたします。
石倉さん 宮本さんを通じましてこの会に、
皆さんのお仲間に入れていただく事
なりました。これからも出来る事は頑
張りますのでよろしくおねがいしま
す。
加藤さん まだまだ未熟ですけれどもよろ
しくお願いします。
岩谷さん 先ほどはすみません。感極まって

泣いてしまいまして。初めて参加さ
せていただき良い会だと思いました.
心が暖まりました。またこれからも
私達頑張りますのでよろしくお願い
します。
宮本 本日はお話を聞いていただきまして
ありがとうございました。ほんとに
ワイズクラブのメンバーになって良
かったと、温かく受け入れていただ
けたこと、今まであまりなかったの
で嬉しいです
丸尾 スペシャルオリンピクス冬季ナショ
ナルゲームが３月 7 日から９日まで
山形県であります。選手団の副団長
として行ってきます。それの壮行会
を兼ねて「トーチラン」を２月９日
に枚方で準備しています。寒いときですが個人的に
お願いするかも知れませんがそのときはよろしく
お願いします。
山内 宮本さんとてもいいお話でなにか励
まされました。これからもよろしく
お願い致します。
佐古 私もひびきの方と付き合いをしてい
ます。いろいろ勉強させてください．
今の職場で１０年経ちました。まだ辞めさせてくれ
ません。（元気の源ですよ）
今井（なかのしま） 宮本さんいいお話をありがとうござ
いました。
｛ワイズに入ってよかった｝うれしいで
すね。会長さん、今日は大きな御土産ありがとうご
ざいました。本当は一言残るメッセイジがほしかっ
たのですが・・・・。来年お願いします。
喜寿になります。ワイズの例会に出て元気をもらっ
ています。
望月 宮本さんの話を聞いているうちに少
し恥ずかしくなったのですが。遊ん
でばかりいるので。実を言うとサン
トペテルベルクはデンマーク大会の
ほんの近くらしいです、オルガさん
が言われていました。寄りたいと思っています。何
人か行かれませんか。
初田 宮本さんが非常に頑張ってはりますので、私も西日
本区の役目が済みますと「どうしょうか」と、思っ
ていたのですが、また宮本さんに何か役をいただけ
るような気がしています。出来るだけお手伝いさせ
ていただきます。
伊藤メネット 宮本さんお一人のご入会が
こうゆう風に石倉さん、また次々と,
お若い方も来ていただいて今日は賑
やかな会でした。ご発展の様子が目
に見えてバラ色の人生ですね。応援させていただき
ます。私はねずみ年です。皆さんの渇力をいただい
て今年一年サンホームのボランティアとまた河内
のメネットとして頑張っていきたいです。
本日のにこにこは１８６０５円でした。ご協力に感謝しま
す。

２月２３日の NPO 法人「輪」の開所式には皆さ
んで参加して応援しましょう。お手伝いをよろし
くお願いします。

−３−
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鏡割りと箏曲とマジックで幕開け
阪和部の新年合同例会
会長

丸 尾 欽 造

クラブから出席登録した１７名の皆さんがお元気でお
顔を揃えていただき何より喜ばしいことでした。会場正面
の飾り付けも新春らしく、大看板の色合いも新春を寿ぐに
ふさわしい暖色系が採り入れられセンスのよさを感じる
ものでした。中央に垂れる部旗、その脇に「会員を増やそ
う」の小さなアピールが貼り付けられていたのが唯一「日
常性」をうかがわせていたといえるでしようか。
遠藤通寛部長は開会の挨拶の中
で、新春に相応しい「お餅つき」の
お話に喩えながら、一つの事柄を行
うにはその準備から後片づけまで、
とても欠かすことのできない大切
な部分で多くの人たちの支えがあ
ることを、諭すように話された。い
いメツセージでした。
また、末岡祥弘大阪ＹＭＣＡ総主事は、高校ラグビー決
勝を闘った東福岡対伏見工戦から、「よくぞ高校生があれ
だけの試合をできたものだ」と絶賛し、「ラグビーは、子
供を大人にし、大人を紳士にするもので、そこに学んでい
る。ＹＭＣＡのプログラムもそのようなものにしたい。
『思
いやり』『誠実さ』『尊敬心』
『責任感』に取り組む中で、
子どもたちが成長してゆけるＹＭＣＡになればと、年頭に
あたり願っています」と、結ばれた。
次期西日本区役員研修会の帰途、立ち寄られた佐藤典子
次期理事から同行の役員方のご紹介があり、「かつて会長
研修会において、伊藤（圭介）さんから『勇気』をいただ
いたことで、今ここに私がいることを感謝しています。
」
と、ご挨拶された。
「『思いやり』を大切にし、例会だけで
なくあらゆる場へ出てください。感動が得られ成長につな
がるでしよう。区の発展のためにがんばります。」と、メ
ッセージをいただいた。

慶昭師匠の門下生も今では各クラブに増殖中であるよう
だ。プロにない愛嬌とはらはらする手元さばきに満場が大
喜びだった。横田憲子さんの演技もなかなかのものであっ
た。

新しい年のスタートとして、リラックスしながらワイズ魂
へのエネルギー注入と心を一つにする意味からもいい合
同例会だったと言えよう。閉会にあたり、
「第１１回西日
本区大会にむけて一丸となってガンバって下さい。ご準備
いただいた田辺、堺、長野、サザンスカイの皆さん方に感
謝し、みなさんの益々のご活躍を祈念いたします。
」と、
三木求次期部長がご挨拶された。
参加者：伊藤圭介、大谷美佐子、正野忠之、新本英二、新本力
子、田中惟介、田中加代子、中野義彦、初田 稔、初田真佐子、
丸尾欽造、丸尾初子、望月 強、望月治子、山内 信三、横田憲
子、芳澤伸之、以上１７名。

第２部は、新春に相応しく箏曲が会場に響きわたる。い
い雰囲気なのに雑談が耳触りだった。アンコールに応えて
思いのほかたくさんのメドレーを弾いていただきみんな
が合唱する光景がみられた。
会食は、色鮮やかな豪華なお弁当。舞台では部長や総主
事をはじめとする主だった人たちが満面笑みを浮かべて
「鏡割り」。お酒
がふるまわれて
各テーブルが賑
わった。阪和部
が誇る「ジャッ
ク・マジシヤン
クラブ」が、日
頃の練習の成果
をご披露、横山

−４−
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第３３期

第 8 回役員会

２００８年 1 月２４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

TOF・CF・FF

出席者
丸尾・山内・初田・大谷・藤井・横田・田中・正野
望月・岩坂・中野・芳澤・上村・

2 月例会

2 月 21（木） サンホーム
担当：B グループ
新本・岩坂・大薮・正野・初田・中野・丸尾初子
ゲストスピーカー なし

例会役割分担
司
会 中野義彦 君
聖句朗読 新本英二 君
食事手配 岩坂正雄 君
食膳感謝 新本英二 君
ニコニコ
丸尾初子さん &
正野忠之 君
受
付
初田 稔 君

3 月号ブリテン原稿
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

新本英二
大谷美佐子
岩坂正雄
鈴木えみ
尾北
昇
田中加代子
初田 稔
田中惟介

君
君
君
君
君
さん
君
君

審議事項・連絡事項
《審議事項》
１． （08/09）クラブ役員立候補結果と選出について
立候補は無かったので役員選考委員会で選考
副会長は決定、他の役員は人選は済んでいるが未
確認のために発表は後日
２． （08/09）阪和部ファンド主査選考の選考について
次期クラブ役員が決定次第に選考する
次期会長には意中の人選があるもようです
３． 会計中間報告 別紙参照
クラブ会計より中間決算の説明があり承認
４． 石倉明美さんの入会希望に対する受理と手続きにつ
いて
役員会は満場一致で承認
ブリテンと同送で推薦状及び意見書の送付をする
入会をこころから歓迎します。
５． 一泊研修会基本案について
日程 ５月１７〜１８日を予定
場所 未定
会費 未定
テーマ 未定
今後の会議で内容を検討する
６． 西日本区大会に関する件
●連絡主事参加登録費について
登録費 10,000 円(３月３１日までの場合)
懇親会費 11,000 円 主事会費 1,200 宿泊費
濱添君の状況によってクラブから補助をする
●役割分担説明会 ３月１日(土)
１２時３０分〜 南 YMCA
各クラブに会長以下数名の出席要請あり
丸尾・正野・初田出席

７． １月「なごみ」参加者の確認 １月２６日(土)
横田・大谷・初田・初田・望月・伊藤・丸尾・
丸尾・笹川
８． ボランティアのお願い
(ア) 福祉作業センター「ティンカーベル」開所式の
支援について
日
時 08 年 2 月 23 日(土)10 時〜12 時
集合時間 ９時
場所 若江岩田駅前 希来里 ６階イコーラム
お願いする役割
司会進行
受付
会場整理
記録写真
２月２２日(金) 前日の準備
午後６時に現地集合 丸尾・正野・中野・初田
(イ) スペシャルオリンピックス日本・大阪
「トーチラン」
日時 ２００８年２月９日(土) ９時〜１２時
雨天決行
集合場所 「ラポール枚方」
９． その他
●各委員会報告
●西日本区半年報提出済
国際議員投票済
●阪和部主査会 ２００８年２月９日(土)
１時〜３時(南 YMCA)
●阪和部評議会 ２００８年２月９日(土)
３時〜５時(南 YMCA)
●地域奉仕・環境事業委員会プログラム２月２４日
(詳細はブリテン掲載)
阪和部「エイズとどのように向き合うか」
●３月 １日 サンホーム車椅子清掃
●３月１５日〜１６日 次期主査・会長研修会
チサンホテル
●４月１２日〜１３日 西日本区役員会
クライトンホテル新大阪
●４月２０日 阪和部 障害者テニス
堺市 原池公園
● ４月２７日 らくらく登山
● 東 YMCA 転勤・退職スタッフへの記念品
正野忠之君担当、2 月例会で贈呈

日本ライトハウスへ献金
元河内クラブの会員の今西昭雄さんから、盲導犬の献金
にと浄財が望月強君に預けられました。２月例会で日本ラ
イトハウスへお渡しする予定でしたが、２月例会には出席
できないとの事で役員会の席上でお渡ししました。
横田憲子地域奉仕・環境委員長から上村所長さんに贈呈
されました。
上村所長さんからは感謝状が手渡されました。少しでも
世の中のお役に立つ事に触れることが出来まして、大変気
持ちが豊かになりました。金額の大小に関わらず、いつま
でも続けて支援をして行きたいものです。
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大阪河内ワイズメンズクラブ ２００８年 ２月報
「目標」
東 YMCA

佐藤

悠

新年を迎えて、もう一月が過ぎました。時間の流れる速さが、ど
んどん速くなってきていると感じています。皆様は、新しい年をい
かがお過ごしでしょうか。２００８年が皆様にとって良い一年になりますよう、願っております。２００７年は私にとっ
て、様々な経験を積ませていただいた一年となりました。
しかしながら目に見える形としては実り多いものはなく、社会人としては成果のあがらない一年でもありました。そん
な自分であるにも関わらず「私が元気である」
「私が楽しくやっている」といった何気ないことで、喜んでくれる両親に
感謝することが多くなりました。私が存在しているということに、価値を感じてくれる人がいるということは、大変な幸
せです。
子どもたちに対して、上記のような愛情を向けることができるように成長していくことが私の今年の目標でもあり、
YMCA の使命だと考えております。

阿南国際海洋センター

４０周年支援

１人乗りカヤックを贈ろう募金

第１回分

２４,０００円

引き続いてのご支援をお願いします。

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。よろしくご協力ください。
特養新年会
１月１３日（日）１４：００から１階ロビーで美空ひばりの実妹佐藤節子さんの歌謡ショーが行なわれ、入居者・利用
者・家族の方、近隣の自治会の方が楽しまれました。１５：００からはお茶会があり、新年を互いに喜ぶことが出来ま
した。

クリスマス献金プログラム
◎２月３日（日）レインボウクラブ（障がい者外出支援・・・紀泉わいわい村）
障がい児・者の外出支援です。六甲山 YMCA で５回連続して行いましたが、今回は初めて紀泉わいわい村に行き
ます。
◎２月２４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。今年は五百石自治会の対象者をお招きします。

阪和部 地域奉仕・環境事業

主催

「HIV/AIDS と
講師 繁内

幸治

氏

エイズキャンペーン
どのように

向き合うのか」

㈶エイズ予防財団 レッドリボン推進実行委員会委員
BASE KOBE 代表
と き ２００８年２月２４日(日) １４時−１６時
ところ 和歌山 YMCA ６階大ホール 入場無料
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大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

２００８年 ２月報

和歌山クラブ訪問
ＥＭＣ事業主査

連載

ＮＯ ３９

「私の独り言」

「幼児の体験」
新本力子さん

えんどうの芽出て喜ぶ初明かり
町内会の行事に「とんどさん」が行われています。今
年は１月１２日（土曜）に行われました。今年は役員に当
たっていましたので、準備実施に協力しました。
お正月の飾り物を持ち寄り、火を囲んで新春の挨拶を
交わす古い習慣を残す行事です。その折りある方が「この
方知っているやろう。
」と娘さんに言いました。「母ちゃん
と一緒に仕事に行っていたのに。母親が仕事に行っていた
ことすら知らんのかあ。」との父親の声に、「この人は西瓜
を食べさせてくれた人や。」と言ったのにびっくりしたの
は私でした。
１５年前の事で、子育てに懸命の母親の姿より、西瓜
を食べた私の家での体験を思い出して、この人知っている
と幼児の体験を語る娘さん。桃の里幼稚園で幼児教育が行
われていますがよい幼児教育が行われますことを祈りま
す。
「三つ子の魂百まで。」と申しますが、３歳までの幼児
教育の大切なことを私も「とんどさん」の燃える火と共に
体験しました。

正野忠之

１月１７日、和歌山クラブの例会にＥＭＣ事業主査の役
割で出席してきました。当日は「西日本区２０００推進チ
ーム」による入会式撮影があり、主査としての参加を求め
られ、松岡義隆委員長、澤田賢司ＥＭＣ事業主任、遠藤通
寛阪和部長（いずれも２０００チーム委員）とともに入会
式を行いました。と言いましても、当月は新入会員がなく、
今期入会された３名のみなさんを迎える模擬入会式とい
う形になりましたが、この撮影はＤＶＤの形で西日本区の
メンバー増強に活用される予定とのことです。
例会日が河内クラブと同じということもあり、なかなか
和歌山クラブの例会に出席できる機会はありませんが、今
の和歌山クラブは明るく元気一杯です。メンバー数が落ち
込んだ数年間を経て、２月に４人目の入会者を迎えるなど、
まさにＶ字回復を実現するクラブと言えるのではないで
しょうか。女性会長ということもあり、柔らかさときめ細
かな例会運営を感じます。入会候補の見学者にとって入り
たいと思える雰囲気作りは、私たち河内クラブの例会にお
いても大切なことではないでしょうか。
丸尾会長の配慮とクラブの支援により、主査としての活
動を自由にさせていただいています。この経験をクラブ内
に反映させていくことが恩返しであり、ひとつの役割では
ないかと思います。

河内の英文 HP の感想です
----- Original Message ----From: Edward Ong
Sent: Monday, January 21, 2008 11:44 PM

：合縁奇縁・人の運：

正野忠之

先日、名漫才コンビであった故・横山やすしさんの１３
回忌に、相方の西川きよしさんがテレビ番組で二人の出会
いを語っていました。息の合った二人ですから旧知の仲の
ように思えますが、実はそうではなく、「やすきよ」コン
ビを生み出したのは偶然の出会いだったそうです。横山や
すしさんは漫才師としては先輩で、組んでは解消する「コ
ンビ別れの名人」でした。あるとき、それまでのコンビが
解散となって、次の相方として西川きよしさんが選ばれ組
むことになったのですが、それまで縁もゆかりもなく、後
にひとつの時代を築くことになるとは想像もできないよ
うな出会いだったようです。
合縁奇縁、人の運・・・その番組の中で西川きよしさん
が口にした言葉です。私はこの言葉が頭から離れません。
人生は「出会いと縁」から成り立っていると常日頃思うの
ですが、どんな出会いがあるか、そして出会った人との気
心が合うも合わないも、その人の運（めぐり合わせ）によ
るものなのでしょうね。
ワイズは奉仕を通じた出会いの場です。合縁奇縁により、
一人でも多くの人がワイズメンとして集えますように。Ｅ
ＭＣを担当する私の独り言ですが・・・

Dear Itoh-san,
Thank you for your latest e-News. You have
captured such colourful and beautiful pictures
that effectively share your Japanese culture and
lifestyle.
We can also learn from your club programmes.
The latest one - the Work Room - is very highly
commendable.
Once again, I'm sharing your website with my
fellow members of Alpha Club.
Y'sly & sincerely,
Edward
----- Original Message ----From: Threatt, Sandy
Sent: Monday, January 21, 2008 11:06 PM
As always a wonderful edition. Thank you for
sharing and I am passing it on to others in my
South Atlantic Region, USA region.
Sandy Threatt, PRD
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HAPPY
石倉
石田
大藪
丸尾

明美
鐵一
芳教
欽造

BIRTH

DAY

WEDDING

１９５６年２月 １日生
１９４１年２月 ２日生
１９３７年２月２６日生
１９３８年２月２７日生

丸尾
伊藤
新本
藤井
石田

February ２００８

ANNIVERSARY

欽造＆初 子夫妻
圭介＆玲 子夫妻
英二＆力 子夫妻
敬子＆
中夫妻
鐵一＆キヨカ夫妻

２月 ３日
２月 ４日
２月 ４日
２月１５日
２月２０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

TOF・CS・FF

世界のワイズメンと共に「STOP HIV/AIDS」
美しい地球を未来の子供たちに届けるために環境問題への自
覚を持とう。
より大きな支援が出来るように、TOF・CS・FF への理解と協力を!。
岩間みどり 地域奉仕事業主任（大阪ヴェクセルクラブ）

２月−３月の予定

２月例会は河内クラブの
次期役員選挙です。

２月
２月 1 日（金）第 2 例会東 YMCA
2 月 9 日（土） 阪和部主査会・評議会
大阪南 YMCA
2 月 10 日(土) 京都トゥビークラブ１０周年
2 月２４日(日) 草津クラブ２０周年
2 月 21 日（木） 第１例会 サンホーム６階
次期役員選挙
入会式
2 月 23 日(土) なごみ
2 月 28 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ

２月例会は河内クラブにおいては大
変重要な次期役員の選挙があります。
全員の出席をお願いいたします。
万が一、所用で出席の出来ない時は、
所定の手続きをして、ご自分の意思を
反映する方法を講じてください。

３月

また、新会員の入会式も予定していま
す。全員で新会員の入会を歓迎したい
と思います。

3 月 1 日（土）京都グローバル１５周年
3 月 7 日（金）第 2 例会東 YMCA
3 月 15 日（土）〜16 日(日)
次期会長・主査研修会 チサンホテル新大阪
3 月 19 日（水） 第１例会 サンホーム６階
3 月 27 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
3 月 29 日(土) なごみ

Wind

From

Kawachi

今月は次期の役員が決まる大切な例会があります。毎年の事ながら次期一年を指導して頂ける役員の皆様には大変
な労力と時間の負担をお願いする事になります。会員はいつかはこの役目を担う事にはなるのですが、本当に感謝を
いたします。役員だけではなく全ての会員が協力して良い楽しいクラブ創りをしたいものです。
(M.H)

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
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

伸之

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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/
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