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   ２００９～２０１０年度【主  題】 

クラブ主題  『為せば成る』 Change! 熱意とアイデアを持って      芳澤伸之 

 阪和部主題  “We are the team”― Yes We Can ―         濱田勉（奈良クラブ） 

 西日本区主題 「すべてのいのちを大切に」“Love & Care for All the Living Things” 

                   ―いのち・平和・環境― Life,Peace,Environment―  鈴木誠也（神戸ポート） 

 アジア主題  「The Power of One」 一つとなる力           Chon Byung-Koo（韓国） 

          “Dreaming Asia,Loving Asia”「夢見るアジア、愛するアジア」 

 国 際 主 題 「The Power of One」一つとなる力           Kevin Cummings（カナダ） 

  
【今月の聖句】使徒言行録 20 章 35 節   （選・解説 岩坂正雄） 

「あなたがたもこのように働いて弱い者を助けるように、又、主イエス御自身が『受けるよりは与える方が 

幸いである』と言われた言葉を思い出すようにと、わたしはいつも身をもって示してきました。」 
― TOF の月です。 

地域、アジア、世界でさまざまな苦しみの中にある人びとのことを想う心を失わないように心がけましょう。―      

巻頭言 「しなやかな心で前進しよう」      岩坂正雄 

 昨年は世界的な不況の波に翻弄
ほんろう

され、人びとの生

き方もぎすぎすした様相が強まりました。その閉塞

感を打破するかのように、アメリカでも日本でも政

権が交替し、オバマ大統領が、そして鳩山首相が変

革を掲げて新しい挑戦にとりくんでいます。 

わが河内クラブ芳澤会長の「為せば成る」、阪和部

濱田部長の“Yes We Can”という主題も、この時

代状況の中では時宜
じ ぎ

を得たメッセージです。 

とくにこの年、２０１０年は、いろいろの面で将来を展望する契機

となる歴史的な節目にあたります。朝鮮半島が植民地化された日韓併

合から１００年、賀川豊彦が神戸のスラム街で始めた友愛活動の１０

０周年、あの阪神大震災の１５周年、そしてわが河内クラブでは創立

３５周年の節目を迎える年です。歴史とは、たんなる過去の記録では

なく、先に向かっての前進に必要な生きた糧
かて

であります。 

新年の朝日新聞に、日野原重明博士が年頭所感として、「しなやかな

心で、じっと苦しみに耐えて前進しよう」というメッセージを寄せられていました。 

今年白寿（９９才）を迎えられる博士は、学生 YMCA の大先輩で、聖路加看護大学・同国際病院の現役理

事長であり、反核平和運動家としても活躍されているクリスチャン医師であります。現代のような困難の多い

時代状況であればこそ、日野原博士のこの年頭メッセージを深く受け止め、日常の生き方、はたらき方に生か

してゆきたいと願っています。 

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         ３名 １月末各ポイント累計 にこにこファンド 

（広義＆メネット会員） １名 メネット＆コメット ４名 B F １６４００円 １月分  ２４、１７０円 

会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ２５名 ユース １３６００円 累  計 １０６，２９０円 

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １０名 C S １５６００円   

１月 の 出 席 率 ９０．５％ １月 の 全 出 席 者 ３５名 切手累計 ５９０g   

2 月例会プログラム 
2 月 18 日（木）サンホーム 6Ｆ 

司 会        中野義彦君 
開会点鐘        芳澤会長 
ワイズソング      一  同 
聖句朗読       新本英二君 
ゲスト・ヴィジター紹介 芳澤会長  
会長の時間 
インフォメーション    各担当 
食前感謝       岩坂正雄君 

  食事・歓談 
 役員選挙 
 クラブ研修会の主題に沿って 
            山内信三君 

誕生･結婚祝      芳澤会長 
にこにこアワー  
YMCA の歌      一  同 
閉会点鐘       大谷副会長  
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 1 月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２０１０年１月２１日（木）18：30～20:30 

 記録 丸尾欽造 

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・田中・藤井・望月・芳澤・横田・青野 

新本・丸尾・正野・宮本・山内・尾北・中野 

岩坂・加藤・伊藤・濱添 

メネット伊藤・望月・丸尾・初田 

ゲスト・ビジター  

今井利子（なかのしま） 

白井春夫・公子夫妻（大阪長野）   以上２５名 

《心新たに新年例会》 

「ワイズダムにおける世界観を 

あらためておさらい」 

例会の担当は楽しいものだ。うきうきと５時前

にサンホームに到着。ところがあれれェ、すでに

伊藤圭介・玲子夫妻が会場のセッティングをして

いるではないか。驚きだ。なにを隠そう、彼の処

女作となる「Look World through Y’s Men’

s Club」(パワーポイントによるプレゼンテーシ

ョン)が披露されることになっていて、その意気込

みの表れであろう。 

例会担当は A 斑、食事はご用達?のキッチンオ

リタさんから２７食分。進行の時間配分とプロジ

ェクターも点検、万事 OK だ。 

６時３０分、

司会者(私)は時

刻を 確認しマ

イクをオン。壁

面に貼る「ワイ

ズソング」の歌

詞に頼る歌声が大きい。 

年頭所感の挨拶に立つ芳澤伸

之会長、初詣で転んだとかおみく

じが「大凶」だったとか。年初か

ら「厄払い」に忙しそうであるが、

MC テーブルから垣間見た彼の横

顔には「やったるぜェ」と、大吉

が出ていた。 

「インフォーメーション・タイム」は、情報を

伝えるだけではなく、簡潔に、解りやすくコメン

トを伝える修練の場でもあろう。今月のみなさん

は、ベリーグッドと感じた。 

伊藤圭介君によるプレ

ゼンテーションには破格

の６０分が割り当てられ

た。彼のワイズダムにおけ

る経験、特に国際交流と先

人に学んだ珠玉のエッセンスを集大成した９０

枚に及ぶスライドに、解説と提言が盛り込まれて

いた。 

彼の意図するところをここでまとめ上げるこ

とは至難であるが、「動かなければ友に近づけな

い」と述べる彼のメッセージに尽きるように思う。

全般を通して、国際交流の様子や地道に築きあげ

た各地域の指導者などとの幅広いネットワーク

から収集した情報などが、また今日の基礎となっ

た先人に学ぶインストラクティブな語録などで

まとめられていた。 

終盤には、国際交流を通じて果たさなければな

らないミッションへの提言、特にユース育成への

熱い思いで結ばれていた。海外のワイズメンの活

動や光景はカラフルでとても美しく、印象的であ

った。紹介された地域別の２００７年度現況につ

いて(２００９年度の数値と％における変化はな

い)認識を深めるために別掲しておきたい。 

 

１２月例会の「オークション」

から 30,000 円、「ロビー展出展

料」の収益から 32,130 円が、

クリスマス献金として尾北昇館

長に贈呈された。 

また、伊藤玲子メネッ

トが集められた飲料缶の

アルミプルリング、およ

そ４Kg が今井利子さん

(大阪なかのしま)に託さ

れた。 

白井春夫・公子夫妻(大阪長野)も来訪、IBC 帰

りのチョコレートをいただく。 

新年例会でもあり、お祝い程度のアルコールの準

備を考えていたが、車社会を考慮して取りやめ、

「黒豆」の瓶詰を添えた。正確にカウントしたつ

もりの食事数であったが２食分の残余がでたの

は担当者として心残りであり課題である。(完) 
 

 

おまけ・・ 
 

 

 

 

 

 

 

１月の結婚誕生記念の方々。 

くす玉やクラッカーで賑やかに祝いました。 

地 域 メンバー数 地 域 メンバー数 

アフリカ 544 インド 11279 

アジア 9450 ラテンアメリカ 477 

カナダ/カリブ 535 南太平洋 281 

ヨーロッパ 6576 アメリカ 1811 

  プレゼンテーションによる 2007 年 6 月の数値 

  パーセンテージにおいては 2009 年 4 月現在と同値 
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にこにこ語録（１月例会）敬称略                      テープ起稿 田中惟介 
白井（長野） 今日、IBCの韓国ポハンクラブへ行ってきました。伊藤さんに呼ばれて来ました。 

白井メネット 主人と一緒に韓国へ行ってきました。歓迎を受けて楽しい時を過ごしてまいりました。伊藤さんの仰る

通りだと思いました。 

今井（なかのしま）お誕生祝い、ありがとうございました。私は歌が好きで良く歌うのですが ロシアの歌、良いです

ねぇ。何か暗いイメージを持っていましたが、今日のお話を聞くと素晴らしい文化、文明をもった国だな、と思いまし

た。もう少し若ければ、行ってみたいと思いますが・・・ 

尾北 チェジュと大阪Ｙとの交流が２５年を迎えるということで何らかのプログラムをという話が出ています。東Ｙ、

河内ワイズも関わっていければいいなぁと思っています。 

新本 伊藤さん、今日はありがとうございました。 

岩坂 IBC 担当としては 伊藤さんから随分尻をひっぱたかれた感じです。Look World で頑張ります。 

横田 ご近所の方に じゃがいもを差し上げたら、箱に書いてあることに共感したといって寄付を頂き

ました。にこにこ に入れさせていただきます。（おぉ～と歓声） 

正野 去年、和歌山クラブで伊藤さんが卓話された時 偶々
たまたま

主査として出席していたのですが 元気に

話しておられるのを見て、感慨深かったです。今、お元気でおられるのは良いことだなぁと思いました。

これからも元気で居てください。 

田中 暮れに PC が壊れ、新しいのを買ったのですが、どうも上手く使いこなせない。今月のブ

リテン発行が危ぶまれる状況です。助けてください…   

望月 あちこち顔を出していますが、さぼる事と遊ぶこと以外はあまり興味を持っていないと言

うのが本音です。国際大会やアジア大会も行きたいと思っています。 

藤井 年末年始にかけて一人暮らしでして、ずーっとカップラーメンでしたので、今日やっと正

月気分に成れました。（言ってくれたらいつでも行くのに・・・） 

望月メネット  誕生祝いの薬入れ、ありがとうございました。でも元気で使うことのないように 

したいです。 

初田 あの～・・折り鶴・・なるべく３月の例会に持って来て欲しいんです。それを４月の例会時

間の前に、糸通しをしようと思います。よろしくお願いします。 

丸尾メネット  伊藤さん良いお話、ありがとうございました。 

伊藤メネット お話を聞いていただきましてありがとうございました。 

このお話をするために 何回もパソコンの前で ああやこうやと やってい

ました。今日の出来は 私としましては まぁ100％と は行きませんが 7～80％の出来かと

思います。こんな機会を頂いて、ありがとうございました。 
 

伊藤 パワーポイントはすごいツールですわ。やりだすと熱中しますねぇ。皆さん使われるべきです。それと何べんも

言いますがLook World ですね。世界を見ないといけません。今度ロシアから３０人くらい来ますが 政府レベルの

仕事をしている人もいます。親交を深めて、来いと言われたら皆でいきましょう。 

中野 話の中で森田さんのことがでていましたが 私が土佐堀へ入会したころ、伊藤さんが会長をされていて千里クラ

ブを作るのに懸命だったことを思い出しました。千里の人が “伊藤さんがいたからクラブができたんや”と言ってい

るのを聞いたこともあります。 

山内 違う世界を知らされたようで、勉強になりました。何かアクションを起こしたいなと思いました。 

宮本 暮れに NPO 法人輪の第２作業所ができまして、開所式に芳澤会長と田中さんに来ていただき有

り難うございました。ブリテンの記事にしていただき、クラブからきれいな胡蝶蘭の鉢を頂きありがと

うございました。 

青野 ごぶさたしています。寅年の年男です。先ほどの話にも行動せよとありましたが、寅の勢いで大

阪を良くするように頑張りたいと思っています。ここで以前水道の話と大阪湾の話をさせていただきま

したが、４月から水の値段を下げることが可決される見込みであり、大阪湾の汚染に関しましても暮れ

の NHK の関西熱視線という番組で取り上げられ、注目され知事も堺浜の沖合で実証実験をすると言っ

てくれております。もう一つ、７月に２人目が生れます。（おぉ～・拍手）  

芳澤 伊藤さん、本当にありがとうございました。 

丸尾 我が家のLook World は小学１年の孫、世界の国旗６～７０を憶えました。 

佐古 懐かしい話、ありがとうございました。昨年１０月に骨折した家内、退院してリ

ハビリ中です。３月か４月には例会に出られそうです。 

加藤 良いお話ありがとうございました。 

本日の にこにこは \24,170- でした。 
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第３5 期 第 8 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 ＴＯＦ 
２０10 年 1 月 28 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 芳澤・田中・大谷・中野・藤井 

横田・佐古・望月・正野・伊藤 

2 月例会 2 月 18 日（木）6；３０～8；30 

        サンホーム   担当：Ｂ班 

① 役員選挙 

② クラブ研修会の主題に沿って・・ 

進行 山内信三君 

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 正野忠行君  食前感謝  岩坂正雄君 

にこにこ        田中惟介君＆当日指名者 

受  付      田中惟介君＆藤井・望月会計 

音楽担当 受付担当兼務 

3 月号ブリテン原稿 
例会報告                岩坂正雄君 

河内クラブの近未来予想          山内信三君 

役員会報告               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“いちおし！”青野・石田・伊藤 各メネット 

にこにこテープ起し        大谷美佐子君 

巻頭言                   田中惟介君 

原稿締切は 2 月 26 日です。厳守！  

審議事項・連絡事項 

《審議事項》 
1．３月例会の件 担当 →Ｃ班  ＥＦ・ＪＷＦ 

（横田・伊藤・望月・山内・大谷・青野） 

太平寺住職 山田 稔師を迎え、少林寺拳法の歴史

と護身術、を実演を交え行うことを企画中。 

2. YY フォーラムの交通費支援の件 

正野主査から、ペーパー配布があり３件の課題が提

示された。そのうち上記のリーダー交通費の支給に

ついて￥860x 人数分を後日精算で支給することと

した。学Ｙに関して今年の卒業は７名で３月６日の

“東ＹＭＣＡ感謝会“でプレゼントする記念品の準

備を正野メンがする。また今後、学Ｙリーダーサポ

ート支援金は前向きに考えて実行することに。 

3. 次期クラブ役員立候補（12/末締め切り）の状況 

立候補は無く、選考委員会の結果を踏まえ２月例会

で信任投票を行う。委任状・信任用紙・候補者名の

ボード準備は書記の田中メンに一任する。今後の課

題として、これら次期クラブ役員選挙に関しての準

備は書記か選管委員会のどちらが行うのか検討の必

要あり。 

4.国際協会への送金期限 

会計年度の変更？の関係で、ＴＯＦ・ＢＦ・ＦＦ・

ＣＳ締めが 2/15 となった。使用済み切手もさらに早

まり 1/31。送金はこれに沿って実行し切手は次年度

に順送りとする。今期に入り２度の修正は混乱する。 

5.ワイズエプロン作成提案のその後 

横田委員からロゴを数点提示された。多くの意見を

参考にさらに検討する。 

6. 河内クラブ研修会の件 

文書で提出された山内案（プログラム）に沿って 

河内クラブの現況・阪和部の現況について研修する。

河内クラブのファンド献金に関して協議する。  

7. クラブ３５周年祝会について（大谷案） 

チャーターメンバー（ＣＭ）と大谷次期会長で実行

委員会を立ち上げる。役員会出席の（ＣＭ）でおお

むね了承。 

8.区大会への登録に際し「宿泊先」「新幹線団体予

約」について（丸尾案） 

既に登録済みの人もあり、会場も分散していること 

を考慮し各自で行うこととする。自家用車で同乗し 

て行くことも考慮されている。 

9.次期における次次期阪和部長排出クラブの件 

立候補が無かった為に輪番制となり河内クラブに受 

諾要請があった。受諾する。第 3回評議会で承認さ 

れる見込み。 

１０．リージョンエクステンションの件 

韓国の 5区がアジア地域から発展的に拡張して新し 

い地域（エリア）を、構成することを提案しており、 

会長あてに投票用紙が送られて来ます。 

《報告事項》 

１. 阪和部メネット新年会 

1月15日にザ・リッツ・カールトン大阪で有りました。 

出席者：新本夫妻・大藪メネ・丸尾メネ・大谷・正野

ブリテン５ページに関連記事掲載。 

２. クラブ研修会 2/13（土）１３時～以和貴荘  

１３名の参加予定 

3. 第 2 回主査会・第 3 回評議会 

27 日（土）於：土佐堀 Y  

出席 芳澤・田中・望月・正野 

4. 神戸ワイズメンズクラブ８０周年記念祝会 
２月２０日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸 

現在申し込みなし 

5.大阪ＹＭＣＡ午餐会  

２月２２日（月）大阪ＹＭＣＡ会館会費 1500－ 

6. YY フォーラム 2 月２７日（土）大阪ＹＭＣＡ 

１０時半より、河内クラブのメンバーには受付など

のお手伝い準備をお願いしたい。 

部屋の飾りは奈良クラブのメンバーが準備予定。 

7. 滋賀蒲生野クラブ２０周年記念例会 

3 月 7 日（日）ホテル ニューオウミ 

芳澤・横田・正野・伊藤・田中・望月夫妻 出席 

8. 次期会長・主査研修会 3月 13 日（土）～14 日（日）

チサンホテル新大阪 

《連絡事項》 
1.ワイズメンズワールド日本語版第 2号が届いて 

おります 

３. 理事通信 Vol.７、8が届いております 

４. メネット事業通信第３号が届いております。 

５. 1/30 なごみ 

６. 第 13 回西日本区大会 

2010/６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島 

７. 国際大会 
８月５日（木）～８日（日）  於：横浜 
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  阪和部新年合同例会報告 １月１６日（土）  南 YMCA       正野忠之 
       １月１６日（土）、鈴木誠也西日本区理事をはじめ１０６名のワイズメンが大阪南Ｙ 

ＭＣＡに集い、阪和部新年合同例会が開催されました。 

       会は２部構成。第１部は松本、鷲尾ワイズの司会で進行し、末岡大阪ＹＭＣＡ総主 

       事の挨拶や、阪和部会以降の新メンバー紹介などのプログラムが粛々と進められ、 

       あとは食事と歓談のひととき。このあとクラシックの演奏があるのだけど、どこで 

やるのかな？と思ってプログラムを見たら、第１部が開かれた４Ｆホールとは別のラ 

イブラリーで開催されるとのことでした。 

 食事を終えたあと、休憩の合間に２Ｆへ移動。第２部は松岡ワイズの司会進行で、ハイノーブル

カルテットという、女性４人の演奏家による弦楽四重奏を楽しみました。曲目はクラシックから民

謡や童謡まで幅広く、食後の耳に心地よく響きました。また、松岡ワイズの司会が巧みで、厳かな

音色の合間に会場が笑いの渦に包まれる場面もあり、楽しい時間を過ごすことができました。午後

４時、予定通りに終了しました。２部構成でどうなのかなと思っていましたが、大阪サウスクラブ 

の皆さんのご尽力により、これまでと少し趣の異なった、素敵な新年合同例会だったように思いま

す。 

 
 
 
 
 
                              河内クラブからは 
                                芳澤会長・横田・山内・田中 
                                大谷・正野・佐古・新本・中野 
                                伊藤夫妻・望月夫妻・丸尾夫妻   

                                の１５名が出席しました。 

    
ネット新年食事会報告                記録 新本 力子 

新春 1 月 25 日 JR 大阪駅近くのザ・リッツ・カ 
ールトン大阪店で阪和部メネット会の新年会が 
開催された。阪和部長 浜田 勉さん、メネッ 
ト主査 内田 彩子さん、奈良メネット会長 
岩本 二三子さんのご尽力によって、30 名近く 
の皆さんが期待をこめて集まりました。 
ザ・リッツ・カールトンホテルは、お客様への

おもてなしがお上手とのことで、参加しましたという方々は、ホテル内部の内装に視線がむかって

いました。全員が一室に入れずに二つのグループに分かれました。 
メネット会の話題は６月１２～１３日広島で開催される第 13 回 

西日本区大会に提供する千代紙の折鶴のことでした。各クラブが相 
当努力しないと達成できない折鶴です。また横浜である国際大会に 
は折ペンギンを提供する必要があります。また海外からのお客様へ 
のお土産作成があるようです。次期阪和部長 阪本智さん、次期メ 
ネット主査 永井 由紀子さんの紀の川コンビも熱心に耳を傾けて 
おられました。 
帰途につくみなさんは、来春もメネット新年会をぜひ開催しましょうね。との声がいっぱいあり

ました。リッツ・カールトンの皆様にはお世話になりました。感謝いたします。 
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『中高齢者事業推進室です！』 

                仲原 成岳   

                いよいよ 2010 年です！ 

  大阪ＹＭＣＡが目指してきた Vision２０１０が達成される年で 

もあります。                    

  全ての世代の人々に関わり、福祉

型のネットワーク社会を築いていくことを目

指して中高齢者事業推進室もさらに社会での

働きの機会が与えられてきていると感じる今

日この頃です。 

この１月から３月は、老人クラブや社会福祉協議会など地域の高齢者の方

への介護予防ボランティアリーダーの養成講座、地域の介護予防活動へのサ

ポート、専門職（介護支援専門員等）への研修等を年度を通して引続き実施

しています。シニアの方を対象としたＹＭＣＡプログラムへの参加の機会も創出していっています。

（写真は２００９年９月に実施した「シニアのためのヨット・カヌーツアー」のものです。皆さん年

齢を感じさせないパワーでした。）この３月には、毎年好評を得ています「シニアのためのハワイツア

ー」も実施予定です。また、大阪ＹＭＣＡでは４月より大阪市いきいきエイジングセンターの指定管

理を受け、ますます、シニアの方の生きがいづくりの活動の場を拡げ、いきいきと取り組める活動の

機会を提供していきたいと考えています。 

子どもから大人まで、お父さんもお母さんも、おじいちゃんもおばあちゃんも家族みんなが集まるフ

ァミリーＹＭＣＡでありたいと願っています。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 サンホームでは新型・季節性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１０日（日）に１階フロアーで若手スタッフに 

よるソーラン踊りの披露がありました。スタッフは 

仕事が終わってから何度も練習し息の合った元気 

な踊りでした。入居者とご家族の皆さんに楽しんで 

いただき、新年をとも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７日（日）「ふれあいサロン」 

 地域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。 

今年は御厨東にお住まいの方を中心にお招きします。 

    
ユースリーダーの日の集いに参加してきました。 

昨年の暮れになりますが、１２月２３日、大阪南 

ＹＭＣＡで「ユースリーダーの日の集い」が開催 

され、横田ワイズとともに参加してきました。 

これは、リーダーがスキーのトレーニング中に事 

故で亡くなったことを機に毎年設けられた集まり 

で、大阪ＹＭＣＡの４回生リーダーが中心に企 

画・参加しています。 

東ＹＭＣＡのリーダーも１０数名が参加し、牧師

先生の話を聞いたり、グループに分かれての情報交換など、活発な時間を過

ごしていました。                   

報告 正野忠之 

Local News 石切り参道筋商店街

に ゆるキャラ、イシキリンちゃんが

生まれました。ボクと言っています

が、女の子だそうです。ダイアモンド 

型のポシェットはドラ 

エモンばりの四次元ポ 

ケットですってサ。 

頼まれたわけじゃな

いけど勝手に応援して

います。 

      詳しくはイシキリンの

ブログを見てください。 
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「メネット会の想い出」  連載 ＮＯ 6３ 

大谷美佐子 

メネット会の思い出・・・沢山有りすぎて。 

 

最初は主人と出かけるのが楽しくて・・。 

まだ子供が小さかったので二人で出掛ける事が無く

とても嬉しいでした。 

出席すれば紳士であるワイズメンの方々に親切に

していただき別世界のようでした。 

そして、先輩メネットさんたちと 座布団、コサー

ジュ、袋もの、その他ｅｔｃ. 

毎回楽しいお話を交えながら・・そしてお食事会

も楽しい思い出です。次は何処に行くのかと密かに

心待ちしていました。（食いしん坊なもので） 

幾年か過ぎ私が会のお世話をすることがあり外国

のお客様や部会のお土産作りで結構手間がかかるお

雛様やお箸を皆さんが積極的に取り組んでいただい

たことは嬉しいでした。 

主人を亡くした後特別メネットを経てワイズメン

としての今、次のステップに向けて勉強中です。た

だ最初の「楽しかった」が今につながっているよう

に思います。これからもメネットさん達が楽しく肩

を張らず和める会でありますように願っています。 

何度かメネット会のお世話をさせて頂き、感謝し

ている事はメネット皆さんのご協力が一番でした。

最後にあたり改めて“有り難うございました” 

 
次号から このコラムのテーマをリニューアルします。 

メネットの「いちおし！」を賑やかに語って頂きます。 

お店・スイーツ・ビューポイント・映画・演劇なんでも・・・ 

おすすめ情報を存分に書いてください。 

（ロースター順 次号は青野、石田、伊藤の各メネットに執筆

願います。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「時代とともに」 
望月 強 

 クラブとして、取り組んで来たプログラムが幾つ

もあります。そのプログラムは全て、その時代に必

要とされ，又河内クラブの力にあったプログラムだ

ったと思います。当初のクラブとは年齢は勿論のこ

と、クラブ員の構成も変わってきました。現状のク

ラブに見合ったプログラムに変えて行く必要が有り

ます。プログラムを初めて企画した人に取っては「こ

のプログラムは有意義だから継続してもらいたい」

と言う想いがあり、クラブとして実行しなくてはい

けない行事が盛り沢山になり、クラブ運営が大変に

なってきます。前年度の行事が素晴らしく多くの人

を集めたから、次にその担当になった人は、もっと

多くの人たちを集めようと努力します。この事自身

は良いことだと思いますが、それによりクラブに歪

みが生じないか心配が有ります。昨年度のジャガイ

モ販売にしてもその事自身は成功したかに見えます

が、多くの人に無理を強いてしまい、負担をかけた

かと反省しています。 

 行事を続けることは大切なことには違い有りませ

ん。「継続は力なり」と言います。しかし、その時代

のニーズに合っている事が条件です。もし、その行

事が若者にも受け入れられる行事で有れば若者の力

も借りることができ、ＥＭＣにつながるでしょう。

河内クラブの力に見合う行事であり、特定の人だけ

で行う行事では無く、新しい人も参加出来る行事を

作り上げていけば、未来が見えてくるように思われ

ます。 
  （次号のコラムは山内 Ys です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『この頃の鈴木･･･』   （１月報続き） 

投稿  鈴木 えみ  

 で、今思うのは、日本が国際化社会にどう適応してゆくのかどうか？です。この頃、耳をすませる

と中国語や韓国語、はたまたどこの言葉かわからない言語をしゃべっている人がいることありません

か？留学生 30 万人計画が打ち出され、大阪にも着実に在日外国人が増えていっています。この頃、よ

く言われるのは「多文化共生社会」です。YMCA もどう多文化共生に寄与し、日本人も外国人も住み

よい街にしていくのかが、もっぱらの関心事です。在日外国人への参政権が議論されている世の中です

が、それだけで日本人も外国人も住みやすくなるのでしょうか？いえいえ、それはひとつのステップで

しかなく、私達がやることできることはたくさんあります。それは、互いを知ろうとし、受け入れよう

とすることだと思っています。 

私はシンガポールで暮らし始めて 3 ヶ月ほどした時にカルチャーショックに遭いました。（結構繊細で

しょ）「私は独りぼっちだ･･･」って思っていたんですね、暗かったですよ。そんな孤独感と戦っていた

ある日、同僚のジムがそっと私にコーヒーを入れてデスクに置いてくれました。その時「あぁ、私って

独りじゃないんだ。」と思え、シンガポールのスタッフから受け入れてもらえていることを実感し、カ

ルチャーショックから立ち直っていきました。おそらく、日本に来たばかりの外国人でそのように感じ

ている人がいると思います。その時、私達日本人が「どう受け入れるか」だと思っています。みなさん、

ちょっとその心積もりをしてみませんか？そうすれば、日本の未来は明るいです。 
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     HAPPY BIRTH DAY     WEDDING ANNIVERSARY       

  ２月 
石田 鐵一 １９４１年２月 ２日生        丸尾 欽造＆初 子夫妻 ２月 ３日 

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生        伊藤 圭介＆玲 子夫妻 ２月 ４日 

丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生        新本 英二＆力 子夫妻 ２月 ４日 

          藤井 敬子＆  中夫妻 ２月１５日 

                           石田 鐵一＆キヨカ夫妻 ２月２０日 

 

日本区通年強調目標 PR  
ワイズのさまざまな活動を通じて、命・平和・環境を大切にするワイズメンズクラブのもうひとつの 

生き方・考え方を、まわりの人には口コミで、地域の人にはマスメディアを巻き込んで、アピールしましょう。 

 長谷川和宏 広報事業主任  

 西日本区強調月間  TOF・CS・FF 
TOF・CS・FF 資金はワイズ活動のエネルギーの源、おおいに活用しましょう。 

                   遠藤通寛 地域奉仕事業主任  

 
  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
   
 
 

 
第 3５期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:芳澤 伸之 副会長:大谷美佐子 書 記:田中惟介・横田憲子 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長:初田真佐子 直前会長:山内信三 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/ 
       
 
 
 
 
 
 

２月２１日（日） 

紀泉わいわい村で桜の植樹をします。今回、３回目

で累計３２本の桜が植えられることになります。 

あと１年で目標の５０本達成かと思っています。 

 

同行ご希望の方は、田中までご連絡ください。 

22 月月－－33 月月のの予予定定  

22 月月    
５日 ブリテン印刷・発送 

１３日 クラブ研修会 以和貴荘 １時～ 

１８日（木） 例会 サンホーム６階 

２０日 第２回主査会・第３回評議会 南Ｙ 

２５日（木） 役員会サンホーム６階 

２７日 YY フォーラム 土佐堀 12：30～ 

なごみ（予定） 

33 月月  

５日 ブリテン印刷・発送 

13～14 日 次期会長・主査研修会 チサンＨ 

１８日（木） 例会 サンホーム６階 

２５日（木） 役員会サンホーム６階 

２７日 なごみ（予定） 

 

 

Wind From Kawachi  世の中は、駕籠に乗る人、担ぐ人、そのまた草鞋
わ ら じ

を作る人。時分
じ ぶ ん

の今を生きるこ

と。それで良い。それが良いんだョ。と明治２５年（？）生れの祖母が教えてくれた。それぞれが務めを果た

すことサ。出来ない事なんか無い。山よりでっかい猪
しし

は出ん。とも・・出来事は、自分で呼んだものだから、

自分に出来ないはずは無いンだヨ。飽きっぽい私を見透かしていたのだろうか？中途半端にやり残すんじゃな

いヨ。しかけたことはやり通す。出来もしない事を言うのは法螺サ。私は反論する。夢を語ることは法螺じゃ

ない。私が常に心している役員就任式の式文にもある。何かを始める人に成り、始めたことは成功させてくだ

さい、と。１月例会の卓話における熱い提言を受けて思い出すままに書いてみた。       編集子 

 

お年玉つき年賀はがき・切手の当選番号 

  切手シートは ００ ５２  です。 

        ２月例会にご持参ください。 

地域奉仕・環境事業委員長 

和歌山クラブの東 Ys からブリテン郵送にと切手を

頂きました。感謝しご報告いたします。 


