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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】

コリント信徒への第 1 の手紙

わかち合いは微笑をもって
9 章 19 節

（選・解説

岩坂正雄）

｢わたしはすべての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために、
自ら進んですべての人の奴隷になった｣
――自分の中にしっかりとしたワイズダムを持っていれば、こだわりなくどんな人に対しても心を開くことができる。
八方美人の強さです――

「思い出深い一年そして来期に向けて」
芳澤伸之
5 月例会プログラム
今期も山内会長のもと多くの行事がこなされて
5 月 21 日（木）サンホーム 6Ｆ
きましたが、定例外の思い出も沢山あります。
ＬＴ
７月に加藤 寿枝メンの入会に始まり１０月に
司会 大藪暢子さん
は青野 剛暁メンの卓話を楽しく興味深く聞か
開会点鐘
大谷美佐子メネット会長
せて頂きました。青野メネットとコメット「りんのすけ君」の出
メネットソング
一
同
聖句朗読
丸尾初子さん
席も場を和ませてくれましたネ。ロシアからタチアナメンが来日
ゲスト＆ビジター紹介
司会者
され国際交流の場を持てたのも思い出深いことです。宮本 桂子
会長の時間
山内会長
メンが主催するティンカーベルの和歌山マリーナシティへの日帰
三木阪和部長
メッセージ
り旅行も秋晴れの中、食事・買物・遊園地と作業生・スタッフの
インフォメーション
各担当
皆さんとの交流の場を持てましたネ。しかしその当日、初田 稔
誕生・結婚祝
大谷メネット会長
兄が闘病生活の末天に召されました。
食前感謝
新本力子さん
食事・歓談
一
同
毎月の例会・役員会その他事業活動と「これでもかっ！」と云う
ゲストスピーチ
田中登紀子主査
ぐらい多忙な日々を山内会長と皆様と活動できたのも、そして人
『マイ サイクリング』
との出会い別れを教えてくれたのもワイズメンズクラブでありま
にこにこアワー
す。
YMCA の歌
一
同
３月７日・８日の二日間次期会長・主査研修会がチサンホテル新
閉会挨拶・点鐘
大阪で開催されました。地下鉄の駅から地上に上がった瞬間から
大谷美佐子メネット会長
背筋がピンッと伸びた自分がいました。これまでにない心地よい
緊張感の中、充実した学びの場を経験して参りました。
そして４月１８日には恒例の河内クラブ研修会が「以和貴荘」で行われ多くの意見交換の場を持てまし
た。充実した一年。この経験が来期に活かせられればと咲き誇るツツジを見つめながら考えております。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
４ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２1 名
０名
１８名
０名
８６
％

％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

４名
３名
２５名
１０名

4 月度ＢＦポイント
現金
０円
累計
36500 円
切手
０g

４月 の 全 出 席 者

３５名

累計

％に訂正いたします。

５９０g

書き損じハガキ
4 月分
0円
累
計

にこにこファンド
4 月分
３７２３２円
累
計

0円

１６５７７７円

大阪河内ワイズメンズクラブ
4 月例会報告

--サンホーム ６階 －
２００９年４月 16 日（木）18:30～20:30
記録 新本英二
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ン構築が求められるものと思う。
ティンカーベルの
鬼頭博美さん。
ロビーでの作品展、
多くの方に見ていた
だけたら良いね。

出席者(敬称略)
メ

ン 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・横田
佐古・中野・岩坂・新本
メネット伊藤・丸尾・望月
ゲスト＆ビジター大谷恒夫先生・今井利子（なかのしま）
松岡虔一（サウス）
・鬼頭博美（ティンカーベル）

以上 25 名
藤井 Ys の司会で定刻開会点
鐘。阪和部主催の韓国済州島訪
問団の報告があり済州クラブへ
の土産と先方よりの土産品につ
いて報告があった。記念写真は
大変立派なものであった。ブラザ
ー関係に新しい進展が生じるこ
とを期待したい。 次に ２６日に
実施するらくらく登山に全員参
加・協力するよう PR があった。１８日実施の研修会
への参加 PR があった。
本日のスピーチはパワーポイン
トを用い始められた。「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」
と言う長いタイトルのスピーチの
始まりである。エネルギーとは何
か？産業革命の始まりは蒸気機関
の発明からでそのエネルギーは石
炭から得られた。鉄道も船も軍艦
もすべて石炭を燃やしながら走っていた。時代が
移り油田が次々と発見され 石油の時代になった。
石炭も石油も燃焼すると CO２を発生する、これが
現在問題化している温暖化の焦点である。さらに
次世代のエネルギーとして原子力発電が急上昇し
ているが、これにも放射性廃棄物の処理に不安が
ある。そこで太陽電池利用、オール電化と言う作戦
が開始されているのだ。
太陽発電の基である電池生産で諸外国に遅れ
を取り、太陽光発電の利用状況が悪い。実際１％も
ない。
近ごろオール電化のＣＭが盛んに流れているが
CO２発生の視点からするとエコキュートの方が優れ
ていると言われている。日本にとってエネルギー
の自給率の向上は重要課題である。自然エネルギ
ーの普及が不可欠である。普及政策の実現目指し
電力買取補償制度の導入が求められる。要旨は以
上のようであった。
例会日の翌日、電気事業連合会発表の０８年度
電力需要実績は前年度比３．３％減。これは生産活
動が不調だったためであり、‘７２以降最大の下落率
であった。現在日本では電気が余っている。この実
態をどう読むか。施策実施にあたり総合的なビジョ
－２－

にこにこ語録（4 月例会)

敬称略

起稿 丸尾欽造
芳澤先生、今日はありがとうございました。忙しくて
一ヶ月ほど休みが取れず、先週にやっと休みが取れ
まして花見に自転車で大阪城公園、弁天町、大正区、
めがね橋を渡り住吉から約 6 時間かけて帰ってきまし
た。これも省エネだと思います。
宮本なにが一番いいのかよく分かりませんでしたが、
オール電化にしようと話しもありました。太陽光も高
いですしこれからの懸案事項だと思っております。
鬼頭博美 （ティンカーベル）ありがとうございました。
加藤年をとったらオール電化がいいと聞いていまし
たが、また具体的に考えていきたいと思います。
伊藤聞きたかったことが一つありました。CO²排出量
はどのように計算するのか、企業はごまかすのでは
ないかとか疑問もありまして、初歩の質問かと思いま
すがまた教えていただければと思います。(国で係数
を定めていて、それを用いて計算されるとのことです)
望月 メネ うちも、台所をチョコット電化にしたんです

が・・・・ 済州に行ってきまして、10 年ぐらい前ですか
日本語の勉強にこられていた権君が立派になられて
いてうれしく思いました。
丸尾メネ 主婦にとりましてこれからも考えていかなけ
ればならない、為になるお話をわかりやすくしてい
ただきました。また、済州のお土産をたくさんありが
とうございました。
濱添３年ほど前に私の家も実はパネルを張りましてエ
コ給湯をしています。何回も話しは聞いたのですが、
もう一度パンフレットを読み直してみたいなと思って
います。
望月私どもでも太陽光発電を 5.5Kw ですが設置して
います。ペイは絶対できません。設備だけではなく架
台を大げさに作ったものですからそちらに大分お金が
かかりました。儲かることはないのですが、面白半分
でないと挑戦できないと思います。済州で待望の漢
拏山(ハンラサン)、1700M まで登りました。そこから先
は別のルートでないと行けないのですが、６時間ぐら
いかかったと思います。それで家内と両方とも調子を
崩してしまったような感じです。
尾北私とこエコ給湯やりまして、ええことばかり聞い
てました。本当にいいことだったのかどうか確認しな
ければと思います。それと、この会館自体も空調機は
ガスヒーポンですが１０数年経ちましたので今後の切り
替えを研究していく必要があると思います。夜間も動
いていますので、普通２０年使用できるものがこの施
設では半分ぐらいしかもたないので、かなり痛んでい
ます。次の買い替えについてはしっかり考えていきた
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いと思います。
大谷テレビでモンゴルの遊牧民がたたみ一畳分ぐら
いの太陽パネルを折りたたんで移動し、テントを張っ
たところでラジオとか電灯が灯って文化的な生活が
できるとありました。たたみ一畳でそのようなことが
できるのであれば、日本では考えてもっと小さくて性
能がよくて、そのあたりにポンと置いといて・・・そんな
のワイズの誰か考えてくださいませんか？
田中娘んとこがやはりオール電化にしまして、孫が
炎を見たことがないんですって。ライターの火を見
せたら怖がります。だから私、わざと火をつけて遊ん
だりします。それと東大阪市の定額給付金の案内が４
月の末から始まるようです。今年６５歳リーチなりまし
て２万円もらえるようで、それが入ってから協力会費
を払わしていただこうと思っとります。もうしばらく
お待ちいただきたい。
横田２月より産休ならぬ育児休暇をいただき、休ま
せていただきました。次期の芳澤会長の助けになる
よう働かせていただき書記をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。同級生の息子さん
が関西電力に勤められていてオール電化にさせてい
ただきました。いい話ばかり聞いてしたなと、今教え
ていただきました。
中野私も太陽光発電に興味をもっていました。今の
ところへ引っ越して５０年程経ちますが、近所に西洋
瓦の家があり、太陽光パネル３０枚ほど張ってありま
す。うまいことしはったなぁと見てましたが、ボルトで
屋根に取り付けてるみたいです。これから家建てる機
会あるかどうかわかりませんが太陽光発電にしたい
と思います。それから、私の父が亡くなりましたとき
にクラブからお供えをいただきありがとうございま
した。そのお供養に入れさせていただきます。
正野省エネとは全く関係がないのですが、最近めで
たく５０肩になりました。以前、先輩の話を聞いて、「そ
んなんなるんや」と思ってましたが、いよいよ私も人
並みに５０歳で５０肩を経験しました。
話はかわりますが先週ヴェクセルの例会に行ってき
ました。増石さんががんばっておられて何年か前の暗
いなぁと感じた印象とはえらい違い、今回エネルギー
が満ち溢れてるクラブになっている感じがしました。
阪和部の空気を持ってこられた、とおっしゃってられ
たのが印象的でした。
岩坂大谷先生のお話を聞いてこれはもう全国のワイ
ズメン運動総力を挙げてこの市民運動を応援して自
然エネルギーを開発するようにせんといかんなぁと、
そういう思いです。
佐古先生のお話をお聞きして、私も 77 歳ですのでも
う後１０年も生きられないのですからそういうことを
やっても元を取れないと思います。職業柄、今、老人
ホームとかデイケアーとか色んなところを歩いてい
ますが、IH は職業的には非常に使い難い。これは現実
です。これからどのように改善して行けばいいのか先
生たちに研究していただければと思います。
新本今日はどうもありがとうございました。済州の
お土産ありがとうございました。
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今井 （なかのしま）先月、会長と隣同士で、「なかのしま
クラブ」はなぜか結婚祝いがないんですよとお話か
ら、それじゃ来月覚えときますとおっしゃっていただ
いたきり、出席申込しなかったかなと、数が足りなか
ったのではと・・・すみません。
環境とかエネルギーのお話は肩の凝る重たいお話で
す。私は消費者運動で勉強していますけれど、一人
頑張っても知れてます。
全部で電気をちょっと消すとかほんとに何か一つず
つしていけば少しは進まないかなぁと思てます。
松岡 （サウス）メネットのみなさんにまた平和ペンギン
で大変お世話になっていますけれど今年もまた８月９
日の長崎の原爆の記念式典に贈っていただけるよう
で心から感謝をいたします。ずっと続けてくださるこ
とを心から願っております。
藤井エネルギーを節約と言いながら今週、筍や蕨な
ど山菜を一杯、頂きまして、その加工の仕方が分から
ず PC のネットで調べて、ガスをいっぱい使って湯がき、
ようやく今日ぎりぎりまでガスをつけて、汗をかきな
がら走ってきました。山菜もいいんだけれども加工す
るのにすごくエネルギーを使うなと思いました。
山内我が家の台所のガスコンロが大分古びてきて、
家内は「今度は電化でいくぜ」その一言で、いつも負
けてます。我が家の方向はかあちゃんの方向で動く
ので、このまま行けば我が家のガスコンロはなくなる
なぁと思っています。今日のお話でちょっとディスカッ
ションしたいなと思っております。
おおや

大谷恒夫様 本日は、お話を聴いていただきありがと
うございました。この中に、オール電化でやっておら
れる方も、温度をさげるとかできるだけ効率いい使
い方をしていただければいいと思います。大概、こう
いうところへは資料を持ってきて帰りは身を軽くして
帰るのですが、今日は思わぬ誕生祝いとか、済州島
のいろいろをいただきましてありがとうございまし
た。併せてニコニコ・ボックスに入れさせていただき
ます。
丸尾皆さん方のテーブルの上に菜の花の種を置か
せていただきました。これを植えていただき、菜種油
を採っていただき、TOF の例会の晩に電気を使わず
菜種油を灯してください。
伊藤メネ 毎月、会長さんから送られてきます
CO²環境マラソンの一覧表ですが、いつも間にあいま
せんでして、ちょっと過ぎてからやらせてもろてます。
自分でも思うんですが一定してよかったなと思う分
だけチェックしてるんですがこれは何にもなりません
ね。自分が成績をアップさせるために都合のいいと
こだけでもっとやり難いところをしなければと、自分
の失敗を棚に上げて申し訳ないと思っています。

本日のにこにこ ￥37,232－でした。

－３－
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浜田阪和部長公式訪問・役員交代式
卓和 恵美奈 Ys（サウス）等を予定
会長は区大会でパストバッジを購入すること

第３4 期 第 11 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 ＬＴ
２００９年４月 23 日（木）

2．らくらく登山について

東ＹＭＣＡ

約１６５名の参加（１５８名に訂正）２５日に準備
作業を行う。当日の降水確率 30％と好転
してきたので実施可能と読んでいる。

出席者
山内・丸尾・田中・芳澤・横田・尾北
望月・濱添・大谷・佐古
5 月例会 5 月 21 日（木）
担当：Ｂグループ

3．一泊研修会報告
会計報告がなされた。

サンホーム

卓 話
田中登紀子阪和部メネット主査
テーマ 「マイ サイクリング」
例会役割分担
司 会
大藪暢子メネット
聖句朗読
新本力子メネット
食事手配
横田憲子君
食前感謝
新本力子メネット
ニコニコ
芳澤伸之君 加藤寿枝君
受
付
藤井敬子 ＆ 岩坂正雄君
6 月号ブリテン原稿
河内クラブの近未来予想
大谷美佐子君
役員会報告
田中惟介君
例会報告
横田憲子君
Ｙニュース
鈴木えみ さん
サンホームニュース
尾北 昇君
メネットコラム(メネット会の想い出) 望月治子さ
ん
にこにこテープ起し
望月 強君
巻頭言
山内信三君
注意！ 原稿締め切りは 5 月２8 日です
審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．6 月例会について
*
*
*
*
*
*
*

4．4 月以降のスケジュールについて
・東大阪ふれあい祭り
5/10 例年通りリーダーの食事代として１万円補助。
・阪和部テニス大会 4/29（水・祝） 横田・正野参加
・西日本区大会 6/6（土）～7（日） 熊本
・第 3 回評議員会、次年度第 1 回評議員会
6/20（土）南Ｙ

5. 第 12 回西日本区大会関連
・バナーセレモニークラブ紹介原稿、メモリア
ルアワー原稿 〆切 4/25（土）
（提出
済み）

・クラブバナーの持参方法
6. 国際協会からの各クラブ調査に対する回答
について （回覧）
7. ロースターの原稿 〆切 5/11（月）必着
8. その他
東山荘１００周年記念事業基金の要請に応え１万円
送金
可決
２００９年度ウオーターセーフティハンドブック
発行支援 ￥１６ｘ６００部＝9600－
可決
BF 代表受け入れに関し
5/21 関空到着、例会出席を希望されていることか
ら、３時くらいまでに到着ならと言う条件付で受け入
れる予定。
ホームステイ及び翌日の観光についてはメンバーの
内諾あり。交通費・食費の支援は事後決定する。
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らくらく車椅子登山実施

速報４月２６日、前日の雨で実施が懸念された第１３回らくらく車椅
子登山は地域防災センターの予報等を勘案し、Go！のサインが出された。 ３回の事業委員会、研修会での
討議、前日の準備会と周到に準備された企画は１６２名の登録があり、これは過去最高の数であった。
（当日
欠席の結果主催者発表速報では１５５名） 詳報は後日事業委員会から発表されるであろう。ブリテン締切
の都合上ここではとりあえず写真でお知らせする。

（準備・・・）

－４－

（出発前の

説明）

(無線チームの打ち合わせ)

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００９年 ５月報
「東部ブロック始動！」
東ＹＭＣＡ所長 鈴木え
み
2009 年 5 月度 2009 年度が始まり 1 ヵ月が経とうとしておりま
す。今年度はウエルネス事業組織改変 があり、中央部（土佐堀・南・みなと）
、南部（堺・放課後・
紀泉・青少年の家・青少年センター）
、北部（北・川西・北摂）
、
東部（枚方・高槻茨木）
、東部（東・桃の里・中高齢事業部）と再編成されました。
東部ブロックの担当スタッフを紹介させて頂きます。そして東部ブロック統括は重信が任を担うことに
なります。
重信、仲原、吉野、三宅、清水（以上中高齢者事業部）
鈴木、佐藤、川合、大野（以上 東ＹＭＣＡ）
瀧中、田中、床嶋、谷口（以上 ＹＭＣＡ桃の里）と、なります。
新入スタッフ、転勤スタッフ、もしくは組織編制によって今年度よりこちらの 6 階事務所に常勤され
る中高齢事業部スタッフもおりますので、今年度追って紹介させて頂きます。
今年度は、ファミリーを対象としたファミリーキャンプを 6 月は六甲山ＹＭＣＡ・9 月は和歌山にあ
る日高青少年の家で実施します。そして夏のシンガポールマレーシアキャンプ実施が大きな目玉です！
どうぞ、それぞれの活動をお覚えいただきまして、応援のほどよろしくお願い致します。

＜＜２００９年度地域包括支援センター開催セミナー＞＞
介護予防事業の一環として下記の年間シリーズセミナーを開催します。
① 折り紙の会 （第 1 月曜 ４／６～年１２回）
時間 １４：００～１５：３０
対象 ６０歳以上の方、もしくは家族
② 絵手紙交流の会（第１火曜 ４／７～年１０回）
時間 １０：００～１２：００
対象 ６５歳以上の方、もしくは家族
③ トールペイント～オランダフォークアート～（第２木曜 ４／９～年１２回）
時間 １０：００～１２：００ ・ １３：３０～１５：３０
対象 ６０歳以上の方、もしくは家族
④ 男性専科マジック＆体操クラブ＆料理教室（第２金曜 ４／１０～年１２回）
時間 １０：００～１１：３０
対象 ６０歳以上の男性 （喫茶ボランティアの方も参加しています。
）
原則として東大阪市民が対象ですが、参加枠があれば、他市の方の参加も可能です。
詳しくは、地域包括支援センター職員にお問い合わせください。（大塚、吉田、弘田）
*
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(食事・・・・)

(会長・参加者の紹介)

（キャンプだ・・ホイ）

(反省会・評価会)
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韓国済州島を訪ねて
報告 望月 強
阪和部の事業として、国際理解チャリティーツアーが企画されました。
我が河内クラブと済州クラブとはブラザークラブとして永年友好関係
を持っています。そこで河内クラブを中心に阪和部と済州クラブの交流
会が持たれました。済州クラブからは梁修玉事務局長をはじめ宋元邦
様と権様親子と通訳として呉様の 6 名が参加されました。阪和部から三
木部長ご夫妻（和歌山クラブ）、林ご夫妻（奈良クラブ）、小路ご夫妻（泉
北クラブ）と渡辺様（堺クラブ）、朴様（サウスクラブ）、土肥様（紀の川ク
ラブ）と私共夫婦、合わせて１１名が参加いたしました。
ワイズソングから始まり、三木部長の挨拶、
続いて河内クラブ山内会長のメッセージを代読しました。通訳は朴さんが一
手に引き受けてくださいました。済州クラブからは鄶晟鐘様の歓迎挨拶があ
り、流暢な日本語で呉様が通訳して下さいました。河内クラブと済州クラブ
との友好関係だけでなく、大阪ＹＭＣＡと済州ＹＭＣＡとも友好関係があります。
加えて和歌山市と済州市が姉妹都市であり、職員の交換交流も行われてい
ます。食事をしながらの懇談も 三名（朴様 呉様 権様）の通訳のおかげ
で話も弾みワイズ談義に花が咲きました。再来年は済州クラブの 30 周年を迎えます。河内クラブから大勢
で来てくださいとメッセージがありました。
旅の楽しみは余暇にあります。季節は春、菜の花が満開、いたるところに菜の花畑があり黄色の絨毯が
敷つめられ、自由にその中に身をゆだねることができ、菜の花独り占めです。又沿道には桜並木が続き、日
本の桜名所と見違えるほどの美しさです。桜は染井
吉野だそうですが、ソメイヨシノの原産地は済州島
だとガイドさんが言っていました。天候に恵まれ季節
に恵まれ、美しい済州島を再発見しました。
は る ら

余暇の第２弾としては、登山です。漢撃山を目指す
ことにしました。目標は山頂（1950ｍ）でしたが、山頂
ルートは９時間以上かかるので、景色の良い頂上を展
望できる険しいが短いコースを選びました。ウイッセ
オルムが一番高いところです１７００ｍあり漢撃山頂上の絶景を眺めることが
できました。韓国本土の中学生の修学旅行の女学生を多く見かけました。私た
ちが日本人と分かると片言の日本語で喋りかけてくれました。降りの急な階
段状の坂道が長く続き、膝はガクガクです。登り口と降り口とは違ったコース
を取りましたので、タクシーをお願いしていました。我々の帰りが遅いので運
転手が心配して階段の多いところ迄迎えに来てくれました。この運転手も日
本語が上手で親切な方でした。
今回の旅は、楽しい同行の仲間と韓国の暖かい人柄に触れ、素晴らしい景色と天候にも恵まれ、思い出
深い旅になりました。

研修会報告

田中 惟介
４月１８日谷町にある公務員宿舎以和貴荘で研修会が行われた。
１０名の出席があり、１２時から昼食。喫緊の課題であるらくらく車椅子登山に関
し約１，５時間 アイデアや課題が話し合われた。
引き続き今期問題となったじゃがいもファンドについて次期の事業委員長
から販売協力の意義を周知すべくらくらく登山の日からチラシを配布し、ワイ
ズ理解者としての裾野を広げる努力をしたいと述べられ次期への力強いサ
インとなった。芳澤次期会長から稔りのある例会にするためのアイデアとして
毎例会でアンケートをとり、例会後直ちに評価会をしたいと私案をだされた。例会後の懇談の意義や近年少なく
なった懇親の機会としてもいかされれば良いと受け入れられた。次の課題の“なごみ”に関しても、楽しくやろう。
年に数回はワイズでの宴会にすれば面白いかも との発言で多くのメンバーの参加の機会に発展させる利用
法を考えることとなった。Ｙスタッフ、リーダーとの交流についても話し合われた。私たちのほうからも 胸襟を
開いて気軽に交流する機会を作ろう、卒Ｙ式やその他のプログラムにも情報を頂き、コミットしようと言う機運が
盛り上がるよう これも次期の課題としたい。
６時から夕食、お酒も入り久々に自由闊達な会話が交わされた。
善哉！
参加者；山内・芳澤・望月・新本・佐古・横田・大谷・正野・中野・田中
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「メネット会の想い出」

連載 ＮＯ 54
丸尾初子
「想い出」という言葉には少し引っ掛かりますが、あ
らためて振り返ってみますと遠い昔にその始まりがあ
ることに気づき、いろいろと思い出されます。子育て
まっただ中の 30 歳でメネットになりました。
幼稚園のクリスマス会かと思うほどの沢山のコメッ
トであふれていたクリスマス例会は、私の生活がワイ
ズという新しい世界に入るきっかけとなり、とても強
い印象として記憶しています。そんなワイズとの出会
いが、メネット会への参加として定着し、お婆さんにな
った今日まで長い道のりを歩ませていただいていま
す。
古いお話になりますが、伊藤玲子さん宅においてた
くさんのメネットで「座布団作り」をしましたね。美しい
桃色の座布団を長い間大切に使わせていただきまし
た。和田林杉枝さんにもいろんな手芸細工を教わりま
したし、今は亡き今西良子さんのご指導でコサージュ
作りもありました。私は若い方のメネットでしたが、黒
髪をなびかせてコメット集団を引き連れてどんどん野
に山に出ました。周年事業や済州クラブとの交流など
大きな事業をはじめ、何をするにつけても、いつもた
くさんのメネットが集まり、熱心に相談し、物事に取り
組むあのメネットのパワーは欠かすことのできない大
きな存在でもあり、メンもまた力強く後押しをしてくだ
さいました。
クラブもやがて 35 周年を迎え、世代が移り変わっ
ていろいろな問題もありますが、想い出は大切にし、
今後若いメネットさんたちが元気いっぱいに活躍して
いけるようになればと期待しています。
(次号は望月メネットの「メネット会の想い出」です)

お

知

ら せ

メネット会長 大谷

美佐子

５月２１日(木) 例会当日の３時から折り紙をホッ
チキスで留める作業を行います。
ご協力

お願い致します。

「例会場を世界のワイズのモデルになるように
プロデュースしませんか。そうしてー」
伊藤圭介
最近特に目立つのは、会社などの記者会見には必
ず後ろに PR 看板が掲げられている。橋本知事の会
見にも PR 看板があり TPO に応じて内容が変わって
いる。河内クラブのメネット会の会食をリッツカール
トンで持たれた折も記念写真ではリッツのエンブレ
ムが写っていた。YMCA 主催のチャリティランでは、
多くの企業が賛助出演して頂いているが、各社の
旗がはためいている。この催しは YMCA のヒット作
品の一つであるのは間違いない。今までの YMCA の
概念で、賛助金を頂くのから抜け出て企業とのコラ
ボが具体化する時代になった。らくらくでも大谷メ
ネット会長がリッツの旗を掲げて頂いたら如何でし
ょう、と話として出ていた。これも企業のサポートを
得るためには良いアイディアと思う。
らくらく登山は河内クラブのヒット作品です。登山の
1 枚の写真で全体の奉仕の内容が表現されている
と同時にワイズメンの旗が写っていたのが表紙の
決めてでワイズメンワールドの表紙になり世界へ紹
介された。らくらく登山は既に地域の皆さんにボラ
ンティアーをお願いし、車いすの参加を地域へ呼び
かけているがこれが東 YMCA の地域奉仕のモデル
になるに違いない。ワイズメンワールドの編集長は、
奉仕の現場には必ずワイズメンの旗を写るように
セットして頂かないと記事にならない、と書いてい
る。これからはサポーターでなくコラボ（共同制作、
合作）の感覚で企業と奉仕を進めては如何でしょう。
そうなればワイズメンの旗だけでなくコラボする
企業の旗も掲げるのが当然ではないでしょうか。
手始めに少しの予算で例会場を垢ぬけた演出で世
界のワイズメンに発信しては如何でしょう。以上は
プロサッカーが企業からスポンサーを募り、会見の
際に必ずスポンサーの広告看板が必ずあったのを
真似ただけで目新しいアイディアでないので申し
訳ない。
Show the Flag （存在感を示す）
Show off
(目立つように演出する)
（次号のコラムは大谷 Ys です）

４月１４日、日本ライトハウス
へ故初田 Ys が貯めておられた
コインボックスと共にクラブ
からの盲導犬育成支援金をお
届けしました。
芳澤＆田中

よろしく・・・・・・・・
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HAPPY
正野
青野

忠之
剛暁

BIRTH

DAY

WEDDING

１９５８年５月 ３日生
１９７４年５月１４日生

日本区通年強調目標

ANNIVERSARY

中野義彦＆涌 子夫妻
山内信三＆たりほ夫妻

５月 １日
５月２７日

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

ＬＴ

クラブ例会を思いやりの心で！次期クラブ役員とビジョンを語り、ともに成長を目指しましょう。活動意
欲とリーダーシップの高揚に「ワイズ必携」をご活用下さい。
佐藤典子理事

5 月－6 月の予定
5月
５月１日（金）ブリテン印刷・発送
５月９日～１０日東大阪ふれあいまつり
八戸ノ里駅北西、１０時～２時
5 月 21 日（木）第１例会 サンホーム６階
三木部長公式訪問
5 月２8 日（木）役員会
５月３０日（土）なごみ（予定）

6月
６月５日（金）ブリテン印刷・発送
６月６日～７日 西日本区大会（熊本）
6 月 18 日（木）第１例会 サンホーム６階
浜田部長公式訪問
6 月２5 日（木）役員会

４月５日南 YMCA でサウス
クラブの横山さんを偲ぶ会
が持たれました。
ジャックの会を主催された
横山さんを偲ぶに相応しく
マジックショウから始まり、
温かく、和やかな雰囲気に包まれた約８５名の参会
者はそれぞれの思いの中で故人を偲んでおられま
した。
３月２８日（土）らくらく車椅子登山に備え、車椅
子の清掃、メンテナンスの奉仕が行われた。第４回
ともなれば装備、手順にも抜かりなく手際よく作業
が進められた。
この作業を通じて、入居者家族、
やデイサービス利用者等にワイ
ズの活動を理解していただけた
ら、活動の意義は高く評価され
るだろう。参加者：丸尾・横田
芳澤・佐古・伊藤メネット

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 加齢による弊害は色々あるが、思考法や感性が決まりきったものに
なり柔らかさがなくなってしまう（しかもそれに気付きもしない）。やたら断定的になる。異質なも
のを受け入れられない事等であろう。筆者は想像力、創造力を常に働かせることがクラブ活性化にお
役に立っていると自負して来た。しかるに最近その発想が固定化して来たと言うか、大胆かつ型破り
な企画が出てこなくなったような気がしてならないのだ。ピリピリとした知的な刺激を受ける会話の
機会がなくなっている事が理由の一つかもしれない。ユニークな集団であった京都の塾へ行かなくな
って早や４年。クラブにその代償を求めてきたのだが・・・・いやはや会議はあっても自由な発想で
熱く語り合う機会がない。会員増強も大切だけれど、倶に楽しむ 倶楽部と書く、クラブであって欲
しいものだ。持続可能性の芽がそこにあるように思う。
ここらで、いつか投げ出すのかも・・
（続く～カナ）と書いた前号の続きにムリヤリくっつけるとするか。
編集においてドグマ（独断）を避ける。編集において頑固・執着が見えたとき潮時と心得る。そのた
めに早急に後継を育てる。そして有望な新人の増員を図る。ここでもやはり会員増強だ！！ 編集子
―８―

