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２００８～２００９年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「楽しく充実したクラブライフを」
山内信三
阪 和 部 主 題「共にひとつの”わ”になって」 Let’s grow into a circle of harmony. 三木 求（和歌山クラブ）
西日本区主題「Enjoy Y’slife with Consideration!」「思いやりを持ってワイズライフを」 佐藤典子（熊本ジェーンズ）
ア ジ ア 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
Rita.Hettiarachchi (スリランカ)
「Working together to serve better」
より良き奉仕のために共に働こう
国 際 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
V.S.Bashir(インド)
「Share with a smile」

【今月の聖句】

詩篇

133 篇 1 節

（選・解説

わかち合いは微笑をもって
岩坂正雄）

｢見よ、兄弟が和合して共におるのは、いかに麗しく楽しいことであろう｣
――ワイズメンのクラブライフは、こうありたいものです――

４月例会プログラム
「巻頭言」
望月 強
4
月１6
日（木）サンホーム 6Ｆ
世界中が不況の真っ只中に入っています。東大阪
Y サ・ASF
の零細企業は大変です。この不況の波を頭から被る
司会
藤井敬子君
ことになりそうです。今から覚悟を決めて対策を立
開会点鐘
山内会長
てています。生き残りをかけて戦わなくてはなりま
ワイズソング
一
同
せん。正にサバイバルゲームの始まりです。さて、
聖句朗読
中野義彦君
河内クラブもジャガイモ販売が今期は苦戦しました。 ゲスト＆ビジター紹介
司会者
クラブの大きな財源です。クラブ全員が力を合わせ努力した結果だから
会長の時間
山内会長
インフォメーション
各担当
仕方がない、沢山のジャガイモを販売したクラブ員が減少した、メンバ
誕生・結婚祝
山内会長
ーの高齢化が進んだから配達が出来ない。出来ない理由はいくらでもあ
食前感謝
新本英二君
る。
食事・歓談
一
同
個数を減らすことは簡単です。昨年の販売不振をバネにして、ピンチ
ゲストスピーチ
大谷恒夫先生
をチャンス変えようではありませんか。改めて、クラブを見つめ直す時
『エネルギー自給率の向上と
だと思います。以前に田中君が「河内クラブの行事の時にお手伝い頂け
温暖化防止は自然エネルギーの
る応援団を作っては」と云う意見がありましたが、其の時は興味もなく
普及と省エネで』
忘れていました。このジャガイモの基金は北海道のクラブでは障害児の
にこにこアワー
支援に使われ又、大阪河内に於いてはボランティアの活動資金として、 YMCA の歌
一
同
閉会挨拶・点鐘
芳澤副会長
役立つ事をアピールするチラシを作成し、ジャガイモ販売を通してボラ
ンティアしょうと志す人を集め、河内クラブのサポータとして登録して
いただき、ジャガイモの季節が来れば、葉書・メール等を通じてお知らせする。サポーターは協力をした事でち
ょっとした満足を得、美味しいジャガイモを口にするでしょう。初年度は達成できなくても、この努力を続けれ
ばよい結果が現れるでしょう。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
３月例会報告

--サンホーム ６階 －
２００９年 3 月 19 日（木）18:30～20:30
記録 正野忠之

出席者(敬称略)
伊藤・尾北・加藤・田中・藤井・正野・濱添
丸尾・宮本・望月・山内・芳澤・大谷
メネット伊藤・丸尾・望月
ゲスト＆ビジター 竹内英二（講師）
八木知加（スタッフ）・今井利子（なかのしま）
メ

ン

以上 １9 名
桜の開花も間近に感じるよ
うな穏やかで暖かい３月１９日
の夕刻、山内会長の開会点鐘
により３月度第１例会が始まり
ました。司会は尾北ワイズ。Ｙ
ＭＣＡの常議委員会と日程が
重なった関係で数名のメンバ
ーが欠席したため、少し空席
の目立つスタートとなりまし
た。１月はＥＭＣのＤＶＤ鑑賞、２
月は役員選挙と続きましたの
で、今年初めてゲストスピーカーを招いての例会で
す。
会長の時間は保育
園に携わる山内会長
らしく、卒園と入園の
光景で春を語ってい
ただきました。インフ
ォメーション では、地
域奉仕委員長の芳澤
ワイズから「サンホームでの車イス清掃と盲導犬
育成のコインボックスについて」、丸尾ワイズから
「今年度のらくらく車椅子登山について」、大谷メ
ネット会長から「メネット会（第１例会に先立ってお昼
にザ・リッツ・カールトン大阪にて開催）の報告」、濱
添ワイズから「大阪ＹＭＣＡ創立記念事業として開
催される講演会の案内」、正野ワイズから「２０１０年
に横浜で開催される国際大会に関連したフラッグ
リレーについて」の報告等がありました。
結婚・誕生祝いでは、出席者の中で田中ご夫妻
と藤井ワイズが会長よりプレゼントを受け取りまし
た。その後食事と続いて、いよいよゲストスピーチ
の時間です。竹内英二先生による卓話で、テーマ
は『食は命の土台、健康は人生の柱～人に良い飲
食物～』。竹内先生はフランス料理のシェフを経験
したのちに食に関する研究家として講演活動を行
っている、ユニークな経歴をお持ちの方です。体に
良い食べ物や料理を中心にお話をしていただきま
した。「『白米』は文字を逆転させると『粕（カス）』と
なり栄養価がほとんどない食べ物で、玄米こそが
栄養素を多く含んでいる」などなど健康をベース
にした説得力のある食の話題に、出席者は興味深
く聞き入っていました。普段、どうしても流されが
ちな食生活ですが、健康でいるために食べ物を意
−２−

２００９年 ４月報

識することは欠かせない重要な事柄であることを
忘れずにいたいものです。
質問が相次ぎ、終了時間が迫ったなかでも、河
内クラブの面々は‘にこにこアワー’で個性を発揮し、
多くのメッセージが寄せられました。笑顔いっぱい
の中で芳澤副会長が閉会の鐘を鳴らし、３月例会
は終了です。毎回出席をしていただいている大阪
なかのしまクラブの今井利子ワイズにブリテンを
通じて感謝申し上げます。
（この春からシンガポールＹＭ
ＣＡへ出向することになりまし
た。）と桃の里幼稚園の八木
知加さん。

（食は笑顔ですネ。。あんまり、きちきち思ってたら世の
中、楽しくない、ほどほどがえぇのと違いますやろか）
と伊藤メネット。
（スーパーで山盛り野菜を買っ
ているところを、藤井さんに目
撃され、そんなに沢山かってど
うするのよ・・・・と言われました
が鍋４杯完食しました。）と芳澤
次期会長。
野菜不足を補うのも良いけど、
それって食べすぎ～
（健康には自信が有ります
が、今日のお話は 目から
うろこといいますか、ふん
ふんとうなづくことが多く
ありました。酒もタバコもや
りません。脂っ濃いものが大
好きで、パンもバターが、か
たまりのまま食べます。検査
で何か言われる時、せめて
脂物を控えるように・・・と言
わせてあげようかなぁと言
う深慮です。）と望月 Ys

にこにこに続く・・・

もう 1 回言います。
丸尾メネ 主人は先生がおっしゃった様な生活をわり
加藤寿枝
山内先生今日は有難う御座いました。聞くのが２０ としているんです。野菜の方も自分で畑を作って取って
きたお大根の葉っぱから先まで私が料理をして、お
年程遅すぎたなと思いました。私の食歴は今さら変
野菜はほとんど主人が作ってくれています。私も時
わられないなと思っています。アルコールで消毒し
間が出来ましたんで、農家の方へ行って、大豆なん
てもう一度 食歴を見直し したいです。
かも買ってきて、主人で炊いてくれますので、頑張
尾北飢餓状態の方が良いと言う話がありました。日
って先生のおっしゃることを頭にいれながら、日々
野原重明さん（９７才お医者さん）の講演会が１１
を大事にしていきたいと思います。
月に東大阪の施設会で有り、その時にその話をされ
望月メネ 久しぶりに流感にかかって、食の方が悪い
ていました。食べ過ぎたらあかんなと思いました。
のかこの頃、弱っているんです・・・庭の木を切っ
今井（なかのしま）私の方はずいぶん田舎ですが農地・
てしまったのでそこにお豆でも植えようかなと思っ
農家も随分減りました。地元でしっかり農業をして
ております。
頂こうと思って、この５月に農家と消費者と業者も含
伊藤メネ 私は、ねっからの大阪人で何食べようかな
めてシンポジウムを開こうと計画を立てています。先
と思ったら、
お好み焼きで、お店の倍は食べますネ。
生の話を聞いて千早赤阪村で大豆が作れないかな？
そこにおビールでおいしさとカロリーアップでメタ
と思っています。
ボです。これを何とかせないかんと自分で思ってお
丸尾これからも精進して野菜作りに励みたいと思
ります。食は笑顔ですネ。おいしかったと思う事が
っています。土が悪かったら ぜったい出来ないし、
1 日の活力になりますね。あんまり、きちきち思っ
家で出た玉子の殻や野菜の屑を全部土地に返してい
てたら世の中、楽しくない、ほどほどで家庭円満か
ます。大根もうちの嫁さんは葉っぱから根の先まで
なと思っています。
食べさせてくれますし、私は二食ですし先生のお話
伊藤仕事の関係で太子町という所に行くんです。そ
を聞いていて、首を立てに振るばかりです。自信を
この農家で野菜を買うんです。とにかく中まで虫で
持って頑張ります。４月は（交野櫻）と言うお酒を
す。ところが近所の無農薬で売っている店の物は余
持って来ます。
り虫がないですね。虫がいっぱいというのが本当の
望月今日は目からうろこと言う感じです、ただフン
無農薬なんでしょうネ。
フンと言う処と、これは私が未だしない処は油っこい
加藤私は高脂血症、高コレステロール、高血圧と 3
ものが好きです。ただこれは自分のためではなく私が
部全部ひっかかっております。独身生活が長いので
病気をした時に私が酒もタバコもしないので先生が
食生活を頑張りたいと思います。
せめて油っこいものだけでも止めて下さいと言って
宮本私は中学 3 年生の時腎臓を悪くして以来、40 年
貰う為に残してあります。
間減塩食を続けています。なおかつ、パンが好きで
濱添家の近くの二つほどある自然食品の店で妻と
油っこい物がです。只今大変なアレルギーで塩を食
よく買物をしまして、玄米食とかをしています。食
べないといけないのですね。さっそくホームページ
べ方に問題があると思って、ゆっくり味わって、穏
で岩塩を取り寄せて二人で食べようかと思っていま
やかに食べなさいと言われているのでそこを改めた
す。
いと思ってます。
芳澤訳あって外食が多いですが昨日は無性に野菜
八木知加（Ｙスタッフ）私の里は何でも家で作ってて、
が食べたくなりましてスーパーに山盛り野菜を買い
お婆ちゃんに畑に行って野菜を取って来てほしいと
に行きまして、鍋を 4 クールやりました。全部食べ
小さい時によく言われました。大きくなるにつれて
きりました。一応男の料理をやっています。
なくなってきたり、今でも米も自分の家で作ってい
正野話を聞き始めた時はピンとこなっかたんです
るのでそれを食べているので健康でやってきたのか
けれども最近長生きしたいと思い始めて、取り入れ
なと思っています。これからも健康で良い物を食べ
ていく事は大事だと思いました。塩も良いのだとい
ていきたいなと思いました。
う事もよく分かりました。ぜひ、料理教室をやって
田中適度な運動がいいというお話でしたけれども
いただければ出席します。
昨日、足に 1ｋg のウエイトをつけて 1 時間半歩いた
大谷貴重な話題のときは家で子守をしまして、若い
んです。これか適度かどうかというとちょっと足が
二人をここに来さして聞かした方が良かったなかな
痛いんですネ。良くないですね。でも、行ったおか
と思っています。次の機会は、その様にするように
げで、石切に住んでいるんですけれど、カワセミに
します。
会いました。本当に綺麗な鳥です。池でダイブをし
て魚を銜えて丸呑み、全体食をやってました。そう
竹内 シリーズ化して聞いていただくと良いかな
いう光景に会えて昨日は嬉しい 1 日でした。
と思います。今日は有難うございました。
藤井最近たまに夫と外食をする時に肉食にするか
健康で幸せになってください。
本日のにこにこ ￥１１．８６０－でした。
野菜の沢山入っている店にするかいつもそれでもめ
て、最終的な結論は家で食事をしようと言うんです
けれども今日聞いたお話を聞いて、お肉はだめヨと

にこにこ語録（３月例会)

敬称略
起稿

―３―

第３4 期 第 10 回役員会報告
“楽しく充実したクラブライフを”
日本区強調月間 Ｙサ・ＡＳF
２００９年 3 月 26 日（木）

8．西日本区大会における代議員会議案提出につい
て ４／１１ 必着 （会長から部長経由区書記へ）
9. ユースコンボケーションへの参加者
東Ｙリーダーからの推薦はしない。

東ＹＭＣＡ

出席者

10.サザンスカイクラブの玉葱ファンドについて

山内・丸尾・田中・芳澤・宮本・藤井・尾北
正野・望月・濱添・加藤・大谷・新本・佐古
4 月例会 4 月 16 日（木） サンホーム
担当：Ａグループ

11.日本ライトハウスのチャリティコンサート

会長通信に申込書を添付しているので各自で申し
込む事ように。
4/18 ￥1000－ クラブ研修会と同日のため例会
日に 案内するにとどめる。
12．ロースターの校正 例会日に回覧

テーマ 「エネルギー自給率の向上と温暖化防止は
自然エネルギーの普及と省エネで」
講 師
大谷恒夫氏
4 月例会卓話 大谷恒夫先生のプロフィール
例会役割分担
司
会
藤井敬子君
自然エネルギー市民の会 運営委員
聖句朗読
中野義彦君
地球環境と大気汚染を考える全国市民会議
食事手配
佐古至弘君
(CASA)会員
食膳感謝
新本英二君
ニコニコ
石田鐵一君 伊藤メネットさん
受
付
会計 ＆ 丸尾欽造君
大阪河内クラブ
4 月号ブリテン原稿
河内クラブの近未来予想
伊藤圭介君
会員研修会のお知らせ
役員会報告
田中惟介君
例会報告
新本英二君
Ｙニュース
鈴木えみ さん
恒例の一泊研修会。
サンホームニュース
尾北 昇君
今年は日帰りで行います。以下に詳細を
メネットコラム(メネット会の想い出) 丸尾初子さ
ん
記します。メン・メネット多数ご参集下さ
にこにこテープ起し
丸尾欽造君い。
巻頭言
芳澤伸之君
注意！ 原稿締め切りは 4 月２4 日です
日 時 ４月１８日（土） １２時開会
審議事項・連絡事項
場 所 地方職員共済組合大阪宿泊所
《審議事項》
以 和 貴 荘
1．5 月例会について メネット例会。田中メネット
主査 に卓話を依頼している。ペンギンの折り紙を
４組松岡 Ys に委託贈呈する。三木阪和部長の公式
訪問。
2．らくらく登山について 3/23 に第２回実行委員会
を開催し＊タイムテーブル作成 ＊概略の役割分担
決定＊他クラブへの呼びかけ *スタート時の留意
点確認を行った。 4/23 に第３回委員会（最終）を
開く。
3．一泊研修会について４／１８（土）地方公務員宿
舎（以和貴荘）で行う。次期会長の要望で当日のみ
の開催とする。詳細は４月ブリテン参照。

4．4 月以降のスケジュールについて
イ 横山慶昭氏
○

偲ぶ会 4/5（日） 15：00～17：00 於：

大阪南ＹＭＣＡ

１０名出席

ロ CS・TOF・BF・ユースワンコイン献金等月末までに納
○
入使用済み切手は少数のため来期へ持越す。
ハ 阪和部テニス大会４／２９（祝）助松テニスコート
○
にて

役員会出席者以外の方に案内書を送る。
5. ＹＹフォーラム支援金の使途について らくら
く登山のロープ購入に当てる。
6.第 12 回西日本区大会について
参加登録は個人（家族）単位で行う。役員会当日で
６名の登録
7.ガザＹＭＣＡ支援募金について ３月例会並びに
役員会の席上献金合計￥８３９３－を３／２７に送
金する。

―４―

大阪市中央区大手前 3-1-43
大阪府新別館北館 2F
TEL 06-6910-6611
地下鉄（谷町線・中央線）谷町四丁目駅
1 A 出口より徒歩３分
○

会

費

３０００円
別途

昼食・夕食費として

クラブより助成金が出ます。

出欠の登録を
予約の都合上４月１０日までに
下記へお願いします。
芳澤伸之 宛
携帯 090－2388－1145
mail healthcare_naniwa@yahoo.co.jp

ＹＭＣＡ桃の里

八木

知加

この春からシンガポールＹＭＣＡへ出向することになり
ました。
ワイズの皆様とは東ＹＭＣＡでの行事や桃の里グラウンドの草抜き、ワイズの例会などで、たくさんの
方とお話ができ、活動が出来た事を本当に嬉しく思います。
いつも楽しく、あたたかく迎え入れてくださったことに心から感謝しています。
４月からは新しい活動場所で、たくさんの子どもと出会い、そのこども達にスポーツやキャンプ活動を
通じてたくさんの経験と思い出を一緒に作っていけたらと思います。
２年間という短い間でしたが東ＹＭＣＡで出会った人、経験したことは私にとっての宝物であり、これ
からの励みとなりました。ありがとうございました。

新しい年度になりました。２００９年度のサンホームの職員体制は下記の通りになります。
今年度もよろしくお願いいたします。

２００９年度各事業スタッフ体制（常勤職員）
部

太字

事業

担当職員

施設長

尾北昇

事務局
責任者 濱添

事務局
濱添

事務主任
副主任

施設ケア事業部
責任者 秋山

特養
秋山

主任

在宅支援事業部
責任者 大塚

食生活創造室
責任者 堂本

異動など変更

医務室
秋山
デイサービス
大塚 （兼務）

濱添吉生
月川智宏

副主任
副主任

中井則子
秋山健二（ケアマネ兼務）
今井裕（ケアマネ・ショート兼務）
矢野成悟（ショートステイ担当）
石川慶子（３階担当）

副主任

伊藤鉄矢（４階担当）

＜就任＞

副主任
上村五月（５階担当）
（3 階担当）八尾大樹、水野真由子、
（4 階担当）中尾穂奈美、濱中香里、安佳余子、河原和晃
（5 階担当）池田真大、下村崇史
横山まどか（育児休業）
外園順子、吉村みどり
副主任

宮本貢

＜就任＞

林博彦、澤野準司

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
坂之上
ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
宮原

副主任

地域包括支援ｾﾝﾀｰ
大塚

主任

副主任

副主任
主任

坂之上範子
(河井五月)
ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
宮原学
（地域包括兼務）
坂本安世
稲毛延香、加藤亜津美 （地域包括兼務）
大塚由実
吉田絵理
弘田優子
堂本隆子

夘津羅陽子、大石和秀、田中和也（六甲研修半年）
新しく採用された職員は７名です。
介護職 平田拓也、山口恭平、西尾晋一、岩城仁美、武井浩美
調理職 西川太郎、田村曜
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大阪河内ワイズメンズクラブ

２００９年 ４月報

サンホーム・ボランティア感謝会

３月 14 日（土 ）
日頃からボランティアとしてサンホームをお支え下さる あらゆる年代の方々にお集り
いただき、お食事やゲームなどの楽しいひとときがもたれました。

ビンゴゲームで賞品を GET!
食生活創造室がご準備くださったメニューの数々

新しく赴任された方々

卒業されるユースリーダーの田村弘美さん

感謝のご挨拶をされる佐古運営委員長

－６－

「源氏が丘子供会」の演奏

記念品の贈呈と現役リーダーたち

尾北施設長のご挨拶

サンホームでボランティアを
続けておられる伊藤メネット

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

「メネット会の想い出」

ＮＯ 53
初田真佐子
３月ブリテンと一緒に、次号よりメネットコラムが
“メネット会の想い出！”になりました。原稿、お願い
しますと言うメッセージが送られてきました。
えっ、私がトップバッターなの？と言う気持ちで
した。 何が書けるかしら？主人が居る時は、ある
程度書けば、肉付けをしてくれたり、省いたりでした
が、もうそれも出来ません。
元来、私は、消極的で ひと中に出るのが苦手
なタイプです。Ys の例会や部会や何々会と言うも
のに 出席したくない、と口にすると主人はいつも
不機嫌でした。そんな訳で 出席回数も増し、人と
交わる事で楽しみも増して来ました。
Ys 出発時は、皆若かったし、故仙波主事の働きで
メネットもまとまっていたと思います。YMCA の夏祭
り、バザー、プールの看視等々汗水流した事も、今
はなく、寂しい限りです。
今回 主人のことで 元メネットさん達と話す機
会がありました。皆さん口々に「Ys は続けるのが良
いよ、世間とつながりが持てるように・・・」と言われ
ました。 私も、皆さんも、戻ってきてよと言ってお
きました。
PS Ys の皆様の支えにより 最期まで在宅で看
病することが出来ました。本人は常々「我が人生に
悔いなし」と口ずさんでいました。
本当に皆様に感謝いたします。
(次号は丸尾メネットの「メネット会の想い出」です)
連載

メネット会お食事の集い
＆長崎への「ペンギン折り」
大谷 美佐子

３月１９日（木）１２時よりリッツカールトンホテルにて
遠く和歌山よりメネット主査にご参加いただき、「メネ
ット会の在り方」等いろいろとお話をする機会があり
とても有意義な会となりました。
お食事は中華料理の特別メニューでとても美味しく、
皆さん喜んでくださいました。

２００９年 ４月報

いつもながら和やかな雰囲気で河内メンの方々の楽
しいやり取りで時間が瞬く間に過ぎ、その後、サンホ
ームに戻りまして長崎に送る「ぺんぎん折り」の作業
を行いました。既に伊藤メネットとお友達が沢山折っ
てくださっていましたので５月のメネット例会には
松岡先生にお渡しすることが出来るます、大変嬉しく
思っております。
ご参加くださった皆様有難うございました。
参加者
メネット 田中登紀子メネット主査
伊藤、大藪、丸尾、望月、大谷、
メ ン
藤井、田中、望月、丸尾、正野

お知らせ
＊ ５月２１日（木）午後３時～例会時間前まで
（当日はメネット例会です）
ペンギンの折り紙をホッチキスで留める作業を行
います。

「IBC 担当の立場から

近未来への期待」

岩坂正雄
これまでの河内クラブのブラザークラブでは、
アメリカのサドルバッククラブとの交流は断絶状態、
韓国の済州クラブとは、かつての盛況な往来に比
べて しばらく休眠状態が続いています。とくに済
州クラブについては、大阪Ｙとは兄弟ＹＭＣＡの関
係であり、韓国ＹＭＣＡ連盟の国際ユースセンター
（東山荘に相当する）が済州島に建設された際、南
ＹＭＣＡが中心になって募金活動で大きな貢献を果
たしました。また東ＹＭＣＡでは済州ＹＭＣＡとの野
外活動やサッカーチームの交流も行われました。
近年、日本語に通じたメンバーの金洙男氏や宋
丁彦氏が他界されたこともありワイズ相互の交流
が浅くなっているのは残念です。
今春、阪和部主催の済州島ツアーが実施されま
した。参加される望月メンと、サウスクラブの朴正
浩メンの尽力で現地クラブとの交流会が実現した
はずです。これを契機にクラブの相互訪問や子供
たちの交流が復活することを願っています。
また最近のハイライトはなんと言ってもロシアの
ワイズとの交流です。冷戦が崩れてからもまだま
だ未知の世界でしたが、鉄のカーテンならぬワイズ
のカーテンが開かれた意義は大きい。
２１世紀はロシア、中国の時代と言われています。
ワイズのカーテン全開が期待されます。
（次号のコラムは伊藤 Ys です）
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HAPPY

BIRTH

DAY

WEDDING

丸尾 初子 １９４５年４月 ２日生
伊藤 圭介 １９３２年４月 ７日生
大谷美佐子 １９４８年４月 ８日生
加藤 寿枝 １９５６年４月１９日生

日本区通年強調目標

ANNIVERSARY

結婚記念日の方はおられません

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。
中堀 清哲 広報
事業主任

西日本区強調月間

Ｙサ・ＡＳＦ

ＹＭＣＡの新事業年度にあたり、ワイズとＹＭＣＡの連携を図りＹＭＣＡ会員の増強を図ろう。
濱田善秀Ｙサ・ユース事業主任

4 月－5 月の予定

第１３回
らくらく車椅子登山を成功させよう

4月

４月２６日

４月 3 日（金）ブリテン印刷・発送
４月５日（日）横山さんを偲ぶ会 南 YMCA
４月１６日（木）第１例会 サンホーム６階
４月１８日（土）研修会
4 月２3 日（木）役員会
４月２５日（土）なごみ（予定）
４月２６日（日）らくらく車椅子登山

（祝）

実施

多くのボランティア団体が参加するこの機会に
友人・知人をお誘いしてクラブの理解者や協力
者を増やすきっかけにしましょう。
全ての事業をＥＭＣに直結させよう。

5月
５月１日（金）ブリテン印刷・発送
5 月 21 日（木）第１例会 サンホーム６階
5 月２8 日（木）役員会
５月３０日（土）なごみ（予定）

なかのしまクラブの今井利子さんから切手を
頂きました。ブリテン郵送に使わせていただき
ます。
有難うございました。

第 34 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:山内 信三 副会長:芳澤 伸之 書 記:初田 稔・田中 惟介 会 計:尾北 昇・大谷美佐子
メネット会長:大谷美佐子 直前会長:丸尾 欽造 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 気負いばかりが先立ち闇雲に書き続けてきたことへの反省も込め、
このあたりで 編集方針を明確にしておくのも良いだろうと思い始めている。まず第一は、持続可能
性。クラブの全ての事業についても言える事だが、一人の人物がそのことに長けているからといって
委かせっきりにしていたのでは後が続かない。例えば 気がかりな事の例としてクラブのホームペー
ジ。目下、望月 Ys のスキルに頼り切っている。いざとなれば、なんとかなるさと、それがコンセン
サス であるならこの件はおしまい。持続可能性を求める方針はここまで。第二は、紙面上でクラブ
活性化に向ける意見発表。原稿募集の段階から方向性を定め寄稿していただく。コラムのテーマを変
えた理由はここにある。会員の高齢化や増強の停滞、全てがリンクしていて、なんとかしなくっち
ゃ・・と気ばかり焦っている自分が、たまたまこの（編集の）機会を得たばかりに 気負い立ってし
まった事どもはさておき、いやはや何とかなるものなのさと、いつか投げ出すのかも・・（続く～カナ）
ちかごろちょっと変な 編集子
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