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２０１０～２０１１年度【主
題】
クラブ主題
ワイズ事業に活力を！

大谷美佐子
阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。
“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ）
西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ”
副題
泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル）
アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
スローガン

“Realization of World Peace through Y’s Activities”

高田

「世界平和をワイズの手で」

国 際 主 題“Once More We Stand”
「心新たに立ち上がろう」
“Build a Bridge to the Future”

スローガン

一彦（横浜クラブ）

藤井寛敏（東京江東クラブ）

「明日《あす》への橋を架けよう」

【今月の聖句】マタイによる福音書 23 章 11 節～12 節
「あなたがたのうちで
―

（選・解説 岩坂正雄）
いちばん偉い人は、仕える者となりなさい。
だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。」
はぐく

リーダーシップ強調月間。真の指導力というのは、人に仕え、役立つことから 育 まれるのです―

『異文化交流』

横田憲子

9 月例会プログラム

9 月 16 日（火）サンホーム
「関西生命線」は台湾語・北京語によるいのちの電話相談であ
6：30～8：30
る。主幹はソーシャルワーカー伊藤みどりさん。今年で２０年
司
会
田中惟介君
を迎えることになるが、伊藤みどりさんはいつもすごい方だと
開会点鐘
大谷会長
思っている。この電話から異文化共生の難しさや慣習の不安を
ワイズソング
一
同
抱えている人の多いことからさまざまな活動をしてこられた。
聖句朗読
岩坂正雄君
そのなかで、１番すごいなと思うのは、[国際シンポジュウム]を皮切りに、国
ゲスト・ヴィジター紹介
民を震撼させた[神戸の事件を通していま、日本の社会環境を検証する]という
司会者
公開シンポジュームは、私たちが手をこまねいている中、伊藤みどりさんが問
会長の時間
大谷会長
食前感謝
新本英二君
題点を探るべく立ち上がり、
にわたり開かれた。少年法の改正問題・報道
食事・歓談
の原点・実名報道の在り方・そして家庭のどこがおかしいのか、正面切って話
ゲストススピーチ 奥野 誠先生
し合われた。最近では２０周年記念シンポジュームとして、「郷に入れば郷に
“紙のはなし”紙づくりを通じて
従え？」のタイトルであった。いかに日本社会で適応ができトラブルを減少さ
見えてくるもの
せられるのかを考えるものである。そして、「西区の幼児虐待事件から虐待の
結婚・誕生祝い
大谷会長
取り組みを考えること」は、伊藤みどりさんがいつも強調されている日本で専
にこにこアワー
門性のある資格者に権限を与えていないことが問題であるという。ソーシャル
YMCA の歌
一
同
ワーカーは判断力や人間性のレベルアップする研修を受け、相談者とどれだけ
閉会点鐘
心が通じ合いより良い支援ができるかを考えている。そこでは迅速な解決のた
めの状況判断を欠いてしまうと最悪の結果となるケースが多いとみておられる。特に言語問題でコミュニケー
ションが取りにくい異文化交流では相手を知る努力をしながら相互理解を深めていくことが１番だという。
私たち河内クラブでは今回のＩＢＣ締結により異文化に慣れていくことと寛容の精神を持って楽しむことが
できれば最高ですね。
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横 浜 国 際 大 会 で IBC 締 結 な る！
８月５日～８日にパシフィコ横浜で開かれた国際大会に河内クラブから大谷会長を団長に８人が乗り込んだ。
参加者は、国内８９０名、海外（27 ケ国）３８５名、ユースコンボケイション１４７名
計１４２２名が
公式発表による数字である。
筆者は大会に参加しなかったが、このフラッグセレモニーは
国際大会を充分に実感させてくれる。
そして、７日午前、オゼルキクラブとの IBC 締結式が壇上
に於いて挙行された。
両クラブのメンバー
が見守る中、締結書に
サインする大谷会長
の心中は、如何なもの
であっただろう。
立ち会いの坂本阪和
部長の顔も見える。

会長の英語によるスピーチは、練習の成果が表れた！！
締結記念に贈られた日本人形。これは望月ワイズの手で再び大阪へ
持ち帰られ、１０日の祝会でクラブメンバーにも披露された。
オゼルキクラブのミニバナーを
受け取り、固い握手を交わす大
谷会長とオルガさん。
プレゼントの用意は同時に締結
式をした他のクラブには無かっ
たようで、とても良かったと評
判だったようだ。
チェジュクラブにも（壇上にはあがってもらえなかったが）用意し
た扇子を贈り、来年４月のチェジュクラブ３０周年祝会での再会を
約した。

夜。国際会長主催の正餐で踊る写真に

―2―

解説はつけない。
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８月３５周年記念例会報告

―サンホーム ６階・１階 ―

２０１０年８月１０日（木）17：30～20:30
記録 編集部
出席者(敬称略)
メ ン
田中・藤井・望月・芳澤・大谷・中野・杉村・正野・尾北・佐古・伊藤・加藤・丸尾・横田・新本・山内・青野・宮本
メネット
伊藤・大藪・新本・丸尾・望月・初田・中野・佐古・宮本
ゲスト・ビジター
仁科保雄・節子西日本区理事夫妻・末岡祥弘大阪 YMCA 総主事・新山兼司 EMC 事業主任・重信直人東 YMCA 副館長
京都部（キャピタル）田中雅博・山田隆之
びわこ部 （長浜）臼井征郎（蒲生野）井之上温代・三原茂靖
六甲部（宝塚）三品ミチ子
中西部
（土佐堀）灰谷隅夫・工藤義正・福永 勝・生地義治・奥田時夫（西）畠平雅生
（ヴェクセル）増石廣之・松本武彦（なかのしま）今井利子・藤井弥生
阪和部
（和歌山）神谷尚孝・三木 求・東 正美 （堺）渡辺秀規 （長野）白井春夫・白井公子・浜田尚美
（奈良）絈谷 隆・杉浦 英・杉浦文子・高田嘉昭・辻野啓一・中井信一・浜田 勉・林 秀彦・林 成子
岩本二三子・内田勝久
（サウス）有田和子・坂口千穂・恵美奈博光・松本美恵子・松岡虔一・山口 肇・山口守雄・東 良學・小池 晃
吉田芳子・横山順子・寺岡博也
（泉北）遠藤通寛・遠藤典子・佐々木貞子・島並宏彰・平金有一・平金紫苑・山田理学・小路 修
（紀の川）坂本 智・土肥正明・真弓弘毅・榎本美保子・西岡妙子
（元メンバー）笹川桂子・中山英信 （リーダーＯＢ）田中秀明
通訳 塚本桂子・エレーナ
コメット・孫メット畠平剛志・岩井靖子・岩井柚木・岩井美佐紀・小西美江・小西 毅・伊藤里紗・伊藤大賀・畠平くるみ
ラビアンローズ
金澤美幸・桑原瑞穂・柴山景子・安岡 愛・宮本恭子・小川和恵
Russia
（オゼルキクラブ）オリガ・アザリアン、アルベルト・アザリアン、ドミートリ・クハレフ、
ズラータ・クレハヴァ、
（エカテリンブルク １）イリーナ・ママーエヴァ、ナターリア・クロチナ、ニーナ・セローヴァ、
ニコライ・セローフ、イリーナ・エルコマイシヴィリ、ナジェージュダ・トリフォノーヴァ、
ファイム・ザビロフ
（リフェイクラブ）スベトラーナ・スロネフスカヤ、アンナ・シェレゴーヴァ、イリーナ・セルグショーヴァ、
アンドレイ・ヴォズチコーヴァ、オリガ・ヴォズチコーヴァ、アンナ・ニキェネン
（メガポリス）アレクセイ・ヴァシリエフ、ヴィクトル・ポゴレフ、キリル・ヴァシリエフ、
ユーリ・A・ソクレンコ、キリル・Ｇ・ソクレンコ
アレクセイ・グラディリン、エレナ・グラディリン
Hawaii
（クラブ名？）ジミー、グラディス、ジョリー
USA（イーストヴァレー）ケニー、スーザン
東 YMCA サンホーム食生活創造室 堂本隆子 他３名
以上１４４名
他に、協力 サンホームスタッフ、ウエルネススタッフ 多数

第１部経過
前日（９日）から祝会準備を始め、奈良観光の
グループが帰るまでに会場が無事整った。４時
半頃から三々五々出席者が集まり始め、５時３
０分定刻に、正野 Y’s の司会で第１部が開会さ
れた。大谷会長の開会点鐘、ワイズソング、聖
句朗読と通常例会通り進行し、会長の挨拶以降
は、塚本桂子さんと芦屋在住のエレーナさんの
ロシア語通訳の助けを頂き、プログラムに添え
た英訳文書と共に順調に意味が通じたようだ。
坂本阪和部長、末岡祥弘大阪ＹＭＣＡ総主事の
祝辞は、囲み内に全文掲載する。次に、周年記
念事業として東 YMCA の希望に添いプロジェ
クターが贈呈（目録）され、尾北館長から謝辞
が述べられた。
伊藤 Y’s からＩＢＣ締結報告がなされ、締結書
が両クラブ会長に手渡され、オゼルキクラブ会
長のメッセージを頂いた。その後、ラビアンロ
ーズによるアトラクションが有り、想定時刻よ
り３０分早く第１部は終了した。

坂本阪和部長からの祝詞
大阪河内クラブの３５周年とロシア・オゼルギクラブとの
ＩＢＣ締結を心からお喜び申し上げます。周年記念という過
去を振り返り、未来を考える良い機会にお祝いの言葉を述べ
させていただくことを本当にうれしく思います。
大阪河内クラブは阪和部の中でも優れたリーダーシップ
と、東大阪サンホームを基盤として、地域社会に根ざした活
動をされています。また今回、インターネットという、所謂
insensitive(実体のない)な情報媒体からあたたかいワイズの
交流を育まれ、３５周年の記念にこのように大きな花を咲か
せ、ワイズダムの新しい形をつくられたことは、高く評価さ
れることと思います。国境を越えたワイズダムの出会いと交
流こそ、これからのワイズ活動の明るい未来につながること
を確信しています。これからの両クラブの親密な交流が継続
されること、そしてこの交流を通して、これからの大阪河内
クラブのワイズ活動に明るい光が射していくことを願ってい
ます。
簡単ですが、ごあいさつに代えさせていただきます。
－３－

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年９月報
末岡大阪ＹＭＣＡ総主事からの

大谷会長の開会挨拶

祝

詞

大阪河内ワイズメンズクラブの皆様、創立３５周年まことにお
めでとうございます。また、一貫して東ＹＭＣＡを支えて頂いて
いることに心より感謝を申し上げます。
社会の高齢化、情報化、国際化が言われて久しいですが、河内
クラブの活動を振り返ると、これらの社会動向にすばやく的確に
応えてこられた歩みではなかったかと思います。
高齢者福祉施設サンホームの働きを支えて頂いている、車椅子
や施設等の整備活動、地域ボランティアや学校生徒と共に行なっ
ている「らくらく車椅子登山」等の奉仕活動、チェジュワイズ・
ＹＭＣＡをはじめとする国際的な交流活動、また今回のロシア区
「Ｏｚｅｌｋｉクラブ」とＩＢＣを結ばれるきっかけとなったク
ラブＨＰを積極的に運用されている情報化時代に先駆けた活動な
どが浮かんできます。これらに河内クラブの皆様の社会課題を見
る目、課題解決に向かおうとする情熱、行動力が現れていること
と思います。
今、社会では過去１００年の延長線では考えられない変化が起
こっているといわれます。この中で大阪ＹＭＣＡは変化させるこ
とは大胆に変えつつ社会課題へチャレンジしていきたいと願って
います。
「１年先を考えるものは種を蒔く、１０年先を考えるものは木を
植える、そして１００年先を考えるものは人の教育を考える」と
故事にあります。今後とも河内クラブが１００年先を見据えたお
働きをＹＭＣＡと共に力強く地域で進めて頂く事を祈って、お祝
いの言葉とさせていただきます。益々のクラブの発展をお祈りい
たします。

第２部 ６階からの移動もスムースに行われ、定刻よりも３０分以上早く、芳澤 Y’s の司会で第２部が始められ
た。食生活創造室が準備した食事は、国際大会より豪華だと好評だった。参加者紹介やプレゼント交換、西日本
区理事の乾杯や食前感謝は騒然とした熱気の中で進行した。奈良観光で渇いた喉にビールを飲み始める人たちも
有り、交歓の場として一気に走りだした。後は写真をして語らしめよう。

―４―

① 第１部は 粛々と 進行し・・・・・

② 元気いっぱい、ラビアンローズのパフォーマンスで・・

③ 会場は一気に和み・・・

④ 手拍子なども起こり・・・

⑤ 供された食事は量・質ともに満ち溢れ・・・・

⑥食べて、食べて・・・

⑦ 話もはずみ

⑧ みーんな 笑顔の友達になった。

―５―
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Part 1 成田空港 お出迎え
7/31～8/4 伊藤 Y’s 一家でお迎えしました。
第一陣の RD Olga Vozchikova がグループ到着し

２０１０年 ９月報

場から次を担うユースを育ててゆく必要があるとの声も上
がりました。会長として横浜に行けたこと大変に嬉しく感
謝致しております

Part 3 玉水教会へ到着～ホームステイ先へ 8/9
横田 Y’s が中心となり夜行バスで到着した一行を土佐堀
の玉水教会で受け入れ、朝食から着物着付けや日舞体験、
茶道体験。昼食後はゲストファミリーへの引き継ぎやオリ
エンテーションまで行われた。

8/3 には Dr. Olga グループの皆さん。
8/4Nina グループ到着

Dr .Azaryan グループも到着し
全員無事そろいました。

Part 2 IBC 締結式国際大会３日目 8/7

横浜国際大会に参加して

大谷 美佐子
国立大ホールでの開会式、キャンドル点火・開会宣言そ
してフラッグセレモニー各国の国旗が壇上に掲げられまさ
しく国際の大会と実感いたしました。全て英語でのスピー
チで行なわれたため言葉の判らない私は通訳のヘッドホー
ンを離す事が出来ませんでした。
一日目の夜は「日本の夏祭り」
、いよいよ阪和部・河内クラ
ブの出番です、河内音頭は最後の演目でした。阪和部長は
じめ河内の面々がしっかり（少しは不安がありましたが）
と覚えたものを披露いたしました。会場の皆さんがやぐら
の周りを輪になり楽しんで踊っておられる姿が印象的でし
た。国際交流だなぁと感じました。
２日目は望月メネットとメネットアワーに参加「文香」
作り、美味しいお抹茶とお菓子もいただきました。午後よ
り横浜の名所を小グループで散策、よく歩いた一日でした。
３日目はロシア区オゼルキクラブとのＩＢＣ締結式、皆
さんの祝福を受け無事終了しました。何人もの方から「河
内クラブの締結式は良かった、きっちりとしていて素晴ら
しかった」とお褒めいただきました。
国際大会の基調講演は「命」２日目は「平和の祈り」６
日は原爆記念日、祈りと共に核について、平和について、
そして環境・自然の維持、
ＣＯ2 への取り組み方と講演され、
ひとりひとりの心がけが全てのことに結びつく、大切なこ
とであると会場において皆で認識、確認いたしました。会

－６－

浴衣を着て喜ぶ
所は全く日本の
お嬢さんと同じ
だね？

大阪河内ワイズメンズクラブ
Intermission
この夜、それぞれの家で、どんなドラマが有ったのだろう？
Part 4 奈良観光へ 8/10
朝からの曇り空が心配でしたが良いお天気になりました。
しかしとても蒸し暑く体力のいる観光でした。東大寺では
奈良クラブ林様のご紹介による特別の拝観で執事長様より
東大寺の成り立ち等の説明を伺い、普段拝観できない大仏
殿の壇上まで上がりゆっくりと拝観する事が出来ました。
炎天下の中とても暑くて他を観光して回ることは不可能で
したので世界遺産である春日大社を拝観し予定より早い電
車に乗り東ＹＭＣＡに帰りました。
当日同行下さったホストファミリーの皆様、奈良クラブ
の皆様大変有り難うございました。
奈良クラブから冷たいお茶の差し入れ５０本いただきまし
た。
参加者は ロシア；２６名 ハワイ；２名
阪和部メンバー、家族；１７名 計４５名でした。
報告：大谷
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忘れられない。改修中だったので、甍や
舞台を含めた造形美を十分観賞してい
ただけなかったかも知れないと思う。京
都駅での一部離団を考慮して十分な時間配分ができず、あ
わただしい思いを与えたと感じている。そして、洛内を離
れた平等院は静かに両手を広げて迎えてくれた。観光客も
まばらで日陰も大きくなっていた。広い境内と相まってゆ
ったりと散策されており、厳しかった暑さから蘇った。存
分に写真を撮ったりして古刹を楽しんでおられた。10 円銅
貨を配り、刻まれた国宝をお土産とした。
応援をお願いしていた京都部各クラブの皆さんが、暑い
中をお世話下さった。とりわけ入り組んだ境内の中で、は
ぐれることのないように見守りいただき感謝に堪えない。
ありがとうございました。また、カードでの「円」引き出
しが果たせず、意気消沈していた女性を終始サポートした
大谷美佐子さん、京都ハンディクラフトセンターで得た情
報を頼りに御池の郵便局でついに目的を果たし抱き合って
喜んだとのこと。これこそがホスピタリティの最たるもの
ではなかろうか。
京都駅でサンクトペテルブルグの 9 人と全員がお別
れを惜しんだ。ハグと握手、真剣な惜別の会話が行き交っ
た。
終始、丁寧な運転を心掛けてくださった運転手さんあり
がとう。定刻に出発、定刻に無事に帰着できたことを感謝
したい。
尚、担当者としての繁忙から、記録写真に専念でき
なかったことを付記いたします。
参加者はロシア；２３名 USA；２名
京都部；１１名 泉北；１名 河内；９名
計 46 名でした。

４時３０分、３５周年祝会々場・東 YMCA へ帰着
Part 5 祝会 例会報告・3 頁～5 頁掲載
Part 6 京都観光へ
紀行文
丸尾欽造
ロシア区のみなさんへの最後の観光プログラムとして観
光バスで京都三寺を巡った。
鹿苑寺(金閣寺)、清水寺、平等院である。それぞれに
特徴的な印象をもった。
10 時 40 分、金閣寺に到着。夏休みもあってか、境内の
ビューポイントはこの時間帯でもすでにひと、ひと、ひと
の垣根で囲まれ、絵葉書のような背景を期待する記念写真
は極めて困難だったようだ。木立の緑、鏡の池、その中で
夏の光を金色に跳ね返すシンプルな「金閣」
。どのような印
象を受けられたのであろうか。
ロシア正教の色彩豊かな聖堂や修道院と対比して興味深
い部分である。清水寺は一変、京都の暑さを浴びせられた。
観光客の多さもメジャー級である。参道の坂道や境内の石
段などで汗沸騰、
「私に一分間のクールダウンを与えてほ
しい」と、訴えたカメラマン・アレクセィの厳しい表情が

Part 7 へつづく・・・
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Part 7 お別れ会 8/12
別れの日が来た。呼びかけに応じたホストファミリーとホームステイ組、それと有志の総勢３３名が区事務局員 北村久美子
Y’s(西クラブ)のお世話で新大阪のチサンホテルに集まりヴァイキング方式の昼食を兼ねた お別れ会が持たれた。
“ これで終わり の さよならではなく 新しい友情の始まりです ”って 誰かが言ったけれど そのとおり しんみり
ふぜい

としたお別れでなく 最後まで笑顔に満ちた ほんの暫しの別れの風情だった。

改札口でさよならする人やホームで別れ
を惜しむ人たち、それぞれのスタイルで、
再会を約束した。

（３日間を存分に楽しんだ編集子は特権を
ここで行使し特に選んで左の写真２枚を
掲載する。
）

感

謝

！！

プロジェクト３５ 実行委員長 望月 強
ものの弾みとは面白い物で、河内クラブとしては大きな魚を飲み込んでしまった。
発端は河内の出来事を 英語で世界に発信したホームページ「ITO NOTE」
。
そこからロシアとの交流が始まり、実を結んだ。
・・・・・・・・・・・そして、実行委員長を引き受けてしまった。
横浜国際大会の大舞台で締結式を結び、引き続きロシアの Y’s２６名を大阪に招き、ホームステイをしました。来阪
して日本文化の紹介、奈良観光、京都観光、河内クラブの３５周年記念例会と矢継ぎ早の１週間であります。これらはク
ラブが一丸となってもこなせる行事ではありません。他クラブの応援がなければ、達成できなかったでしょう。
日本文化の紹介では日本舞踊とお茶（茶道）に豊中クラブ・大阪クラブ・サウスクラブの方々にご協力いただきました。
奈良観光には奈良クラブの方々にお世話になり、京都観光には理事を始め京都部長と多くの方々の協力を頂きました。ホ
ームステイにおいても河内クラブだけでは受け入れることが出来ません。泉北クラブでは多数の方を引き受けて頂き、西
クラブ畠平兄にも引き受けて頂きました。多くの人の支え無しでは達成出来なかったでしょう。ご協力頂いた方々に感謝
の気持ちで一杯です。
河内クラブの皆さまにも大きな負担をお掛けしました。役割を決められた各々のプロジェクトが力を発揮して成功裏に
導いて頂けたと感謝しています。一連の行事を振り返って見ると、全ての人々に感謝、感謝です。有り難うございました。
―８―
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第３6 期 第 3 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 Menette
２０10 年８月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ
出席者

大谷・丸尾・芳澤・田中・尾北・藤井・横田
佐古・望月・正野・新本・中野・伊藤・杉村

9 月例会

９月１６日（木）6；30～8；30

ゲストスピーカー 奥野 誠 氏
テーマ “紙のはなし”紙づくりを通じて見えてくるもの

例会役割分担
司会
食事担当
ニコニコ
受
付

田中惟介君
聖句朗読
岩坂正雄君
横田憲子君
食前感謝
新本英二君
大藪メネット ＆ 当日指名メネット
岩坂正雄 君 ＆ 会計 望月・藤井 君
音楽担当・会計兼任
10 月号ブリテン原稿
例会報告
中野義彦君
役員会報告
尾北 昇君
にこにこテープ起こし
大谷美佐子君
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！”
中野涌子さん
巻頭言
宮本桂子君
原稿締切、９月 25 日です。発行まで日が有りません厳守！

審議事項
１．東ＹＭＣＡスタッフ＆リーダーとの交流会
８月２９日（日）ｐｍ１：００～３：００
交流会担当・・
Ｂ班（正野・宮本・丸尾・加藤・望月・山内・青野）
＆Ｙサ・ユース（12 時集合）
リーダーへの慰労と交流、及び「35 周年関連事業」の慰労
を兼ねる。
食材調達は、大谷、正野他。リーダー13 名参加予定。

2.１０月例会の件 １０／２１（木）
Ａ班担当 佐古・芳澤・伊藤・藤井・杉村・石田
ゲストスピーカーをきめること。

3. じゃがいも・かぼちゃ発注について・・・・（望月委員長 ）
量的負担を考慮し発注数を決定したい。個々の購入希望数を
把握の上、適切な数量を勘案し発注する。
方針を承認し委員長にゆだねる。
４．ロビー展企画着手・・・・（田中委員長）
写真に特化する。展示期間は 11/21～12/5 とする。
出来れば部会でアピールしたい。
５．大阪サウスクラブ「コンサート」への協力について
チケットの購入枚数を上げるだけではなく、参加を前提とす
る実効ある形で協力していく。

２.チャリティーラン 第１回実行委員会
９／１７（金）ｐｍ７：００～８：３０於：大阪ＹＭＣＡ
正野忠之Ｙサ・ユース委員長が出席することを確認。
３.阪和部会 ９／２３（祝）の参加者
芳澤・伊藤・丸尾・望月・佐古・正野・田中・新本・望月メ
丸尾メ・大谷
１１名
４.阪和部前期・会費納入納入期限 ８／３１ 会計確認
５．環境啓発ステッカーについて
本日から配布を開始
６.奈良クラブメネット例会
9 月 11 日（土）１８：３０～２０：３０
参加予定；望月強、望月治子、大谷美佐子、正野忠之
７. 大阪ヴェクセルクラブ「9 月オープン例会」の案内
9 月 10 日(金)6:30～8:30 みなとＹＭＣＡ
８.京都部部会 ９月１４日（日）１４：００～
京都リーガロイヤル 会費 10,000 円
参加予定；望月強、望月治子、大谷美佐子、伊藤圭介
９.西中国部部会
９月 25 日（土）午後１２：３０～５：００
於：福山ＹＭＣＡ・福山ニューキャッスルホテル
10. 奈良クラブ 60 周年 11 月 14 日（日）奈良ホテル
11. 阪和部新年合同例会 2011 年 1 月 10 日 会場：南Ｙ
9／２３の阪和部会で第 1 報を配布しアピールする。
12．西日本区大会 2011 年 6 月 11 日～12 日
於：ウエスティン都ホテル京都
関連；オゼルキクラブ(ロシア区)との IBC 締結報告書
(大会での報告用)を西日本区に提出する準備をする
こと。理事から要求されました。

連絡事項
１. ブリテン印刷・発送 10/１（金）
２. なごみ ９月 25 日（土）
３. ９月役員会は ９／２４（金）ｐｍ１９：００～２0：30

23 日は祝日のため日程変更に注意ください
ゲストスピーカー

プロフィール

１９５３年２月 大阪で生まれる
１９７５年 武蔵野美大 卒
中之島美術学院講師を務める。
この間、しばしば現代美術作品を個展
等で発表。
１９８３年 和歌山県龍神村で芸術による村おこし
として「国際芸術村」オープン
１９８４年 龍神村へ居を移す。村史から紙すきを
知り、以降道具作りから材料に至るま
で紙つくりに関し一切を独力で挑み、
今日に至る。
石切りでは「自由工房」を主宰。絵画
教室等を開いている。

報告事項
1. ３５周年報告・・・（望月実行委員長・各担当）
望月実行委員長より全体の概要報告と謝意、中野会計より、
8 月 26 日現在での収支報告がされた。
(収入￥1,544,920、支出￥1,1150519).また、各部門(国際大
会、３５周年記念例会、奈良・京都観光提供プログラム、送
別会)の担当者からそれぞれの報告がされた。

赤トンボの群れが飛ぶ季節・・・待ち遠しいですネ？

―９―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１０年 ９月報

２０１０サマープログラムも順調です！！
夏休みもあと 10 日ほどとなりました。明日からの 4 日間日帰りのサマーキャンプ
を残すだけとなりました。終了したプログラムの中で残念ながら事故による怪我人
が発生してしまいましたが、怪我をしたお友達も完治に至っております。
さてこの夏は新しい取り組みにチャレンジしました。プログラム自体が新しい取り組みであり、キャンプ地としては
よく行っているが 内容を変えてみました。ひとつは「グローバルキッズデイキャンプ（GKD）
」上町にある YMCA
日本語学校の在日外国人子女のための日本語サマースクールに通うお友達と、東 YMCA の GKD のお友達との異文化
交流プログラムや、日本語学校に通う留学生と GKD のお友達との韓国チヂミと白玉団子を作ろうなど体験プログラム
を通じての交流を行いました。参加した子どもたちは、
「中国のことをもっと知りたい」や「外国のじゃんけんの仕方
が違って面白かった」また「大好きな留学生のお姉さんの国、ブラジルに大きくなったら行ってみたい」など、外国へ
の興味関心が増したようです。このプログラムは、今後日本は在日外国人や渡日外国人が多くなる中で、日本人の私た
ちが、正しい理解をもって彼らを受け入れるための土壌を作りたいと願って進めてきました。今回の参加者たちに、異
なる文化を正しく理解することそして大好きな友達が外国に居るという事実から、一人ひとりの心中にある小さな平和
を構築する「種」は蒔けたのではないかと感じております。

１、＜予告＞ 敬老祝賀会（９月１９日（日）
）
特養の敬老祝賀会を開催します。食生活創造室特製の豪華なお食事を賞味し
ながら、入居者の長寿をご家族と一緒に祝います。最高齢は９９歳の N さんで、
白寿を迎えられます。明治生まれの方は２名になりました。ちなみにサンホーム入
居者の平均年齢は８４．４歳です。健やかに過ごしていただくことが私たちの願い
です。
２、＜報告＞ 特養夏祭り（８月２２日（日)）

14 名のスタッフが日頃の練習の成果を
入居者に披露しました。
入居者・ご家族の皆様から盛大な拍手をいただき、
アンコールの声もあり、熱演でした。
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運営の難しさ等、相通ずるところも多く、大いに盛

「いちおし！」
「よいとまけ」

連載

ＮＯ ６９

田中加代子

このグルメの時代、どこそこのスイーツがおいしい
から行列を作る と言う記事をしばしば目にする昨
今ですが、私の気に入っている 北海道、苫小牧で作
られて半世紀の歴史をもつ お菓子をご紹介したい
と思います。
名前は「よいとまけ」 変な名前だなと思ったのが
きっかけで、近所の人がおいしいと言うので 生協の
配送で買ってみました。
名前の由来は製紙工場で丸太の上げ下ろしの作業
の際、はたらく男女が「よいとォ まいたァ」とかけ
る勇ましい掛け声から来ているそうです。
ロールカステラにハスカップジャムを巻き込み外
側全体にもたっぷりジャムを付けグラニュー糖をか
けてオブラートで包んであります。そのグラニュー糖
のジャリッ！とした食感も気に入っています。
ハスカップって何？と思い調べてみますと、北海道
の原野に自生する落葉低木でブルーベリーの様な実
（形は楕円）をつけ非常に栄養価の高い実で、アイヌ
の人々からは「不老長寿の実」「幻の果実」等と呼ば
れて来たそうです。今では品種改良され収穫されるよ
うになっているそうです。
７月にサロベツ原野を見てきました。北海道へ行く
のは久しぶりです。開発されたとはいえ、自然がいっ
ぱいの大地であのハスカップが育ち、多くの人の手に
よって甘酸ずっぱい、お菓子となって私の口に入るん
だなぁと思いながら車窓からの雄大な風景を堪能し
てきました
私の体調のリハビリも兼ねた旅で、大地からのパワ
ーをもらって帰ってきました。 Fin.
北海道のローカルＴＶ番組で「地元の人
100 人に聞く苫小牧のおいしい食べ物ベ
スト３」という企画が放送された中で『よ
いとまけ』が堂々第２位に選ばれました.
そして、そのコメントの中には
「 日 本 一 食 べ に く い お 菓 子！ 」と言うのが有
ったそうです。
16.5ｃｍ１本￥550－ですがネット注
文では送料が高くなります。生協でカタログに出たときで
よければご案内します。
編集部調べ
（次号は中野メネットの

り上がりました。
今後もこのような機会を持ち、クラブの垣根を越
えた活動に発展させたいとの思いから、この集まり
を「プロジェクトチーム７２８(なにわ)」と名付け、
単に親睦だけではなく、活動目標として会員増強に
結びつけるため、１０月９日(土)～１１日(月・祝)
に生駒山麓公園ふれあいセンターで開催される「全
国リーダー研修会」を全面的に支援する事を始めと
し、それぞれのクラブと関りのあるリーダーや元リ
ーダーの掘り起こしを行い、ワイズメンズクラブへ
の入会に結び付けられるような方向性を、それぞれ
所属するクラブへ提言すること としました。
尚 初代チームリーダーは浜田尚美ワイズ。
メンバーとしてはサウスクラブの阪口千穂ワイズも
入りますが、当日所要の為 出席されませんでした。

リーダー招待 BBQ パーティーは
大いに盛り上がった。
８月２９日、サンホーム６階テラスで夏期プログラ
ム評価会を終えたリーダー達と記念祝会を終えた河
内ワイズの慰労会を兼ねたＢＢＱパーティーが行わ
れた。リーダー・スタッフ１７名。飛び入りの松岡 Y’s
（サウス）を加えワイズ側は１６名。
８月例会担当班とメネットさんの手際良い準備で
酷暑の中 １時開始。
大谷会長の簡潔
な名挨拶と尾北
館長の乾杯で大
焼肉パーティー
が始まったので
あった。

いちおし！です。
）

プロジェクトチーム 728(なにわ)結成 !

!

直前会長 芳澤 伸之
評議会の懇親会の場で 09～10 年度に初めてク
ラブ会長を務めた面々による集まりを作ろうとい
う話しが持ち上がり、その有志が一堂に会する機会
を７月２８日(水)に持つことができました。
同じ時期に会長として苦労したこと、またクラブ

正野 Y's の進行と
丸尾 Y's の手際良
い焼き役で大量
の肉・野菜は順調
に消化されて行
ったのであった。ビンゴゲームや樽に剣を刺す（名前は知
らない）ゲーム等で相互の親睦が図られた事も、繰り返さ
れることでさらに親しみが持たれるようになるだろう。
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Y’s Men’s

HAPPY

Club Of

Osaka Kawachi, Region

Japan West

September

2010

BIRTH DAY

岩坂 千種
田中加代子
芳澤 伸之
新本 英二
杉村 徹

１９ＸＸ年
１９ＸＸ年
１９５５年
１９３０年
１９７３年

9 月
９月１３日生
９月２０日生
９月２７日生
９月３０日生
９月 ３日生

日本区

結婚記念日の方はおられません

通年強調目標 PR

景気低迷の今、求められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い楽しいクラブ、明るく元
気なワイズメンを紹介しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう。
中原 一晃 広報事業主任

西日本区強調月間

Menette

メネットが主導して楽しい例会を企画しましょう。日ごろ出席の少ないメネットにも呼び掛け参加してもらい
親睦を深めましょう。
坂本 千春 メネット事業主任

9月

10 月
１日（金） ブリテン印刷・発送
３日 びわこ部会
１０日 中部部会
２１日（木）例会 サンホーム６階
２８日（木）役員会 サンホーム
３０日（土）なごみ

周年記念事業は無事終わり
ましたが、８月役員会前後から
各クラブや団体へのお礼に回
っておられます。
残暑ともいえない猛暑が続
いていますが、きっちりとした
終止符を打つことで完結する
のでしょう。
次号ではそこでの忌憚のな
い感想などを聞いてこられた
ご報告を特集したいと思いま
す。
写真等を添えた報告を
お願いします

編 集 後 記

3 日（金） ブリテン印刷・発送
１１日 六甲部会
１２日 京都部会
１6 日（木）例会 サンホーム６階
１８日 中西部会
２３日（祝）阪和部 部会
２４日（金）役員会 サンホーム
２５日 なごみ？

河内会員へ予告とお願い

３５周年記念誌を発行しない事に替えて９月報に
記録を残そうと言う方針で、内容を尽くす事を求め
られた。故にページ数を増やし、従来の構成を大き
く変え１２頁の特集号とした。
記念誌には遠く及ばないが、なんとか空気は伝わ
るかと思う。
ＨＰのカラー版を見てください。より雰囲気が伝
わると思います。

9 月－10 月の予定

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子 副会長:横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北 昇 会計：望月 強・藤井敬子
メネット会長:大藪暢子 直前会長: 芳澤 伸之
連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場 ：サンホーム
東大阪市御厨南３－１－１８
ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

TEL 06-6787-3733

Wind From Kawachi
気象の上でも、クラブにとっても とても暑い夏が過ぎて、ようやく落ち着いた季節に
なってきた。３５周年祝会の、外部からの評価は概ね好評である。当ブリテン発行時にクラブでの評価、総括はどの
ように為されているのだろうか？大きなイヴェントの後はシコリや不満を残さないようにすることが重要であると編集
子は信じている。比較的自由な立場に置かせていただいた私は河内の現況に対し、高く評価しつつも 我がままや
気ままが大手を振って まかり通る気風が生まれないかと若干の懸念も抱いている。総括が待たれる所以である。
と 言いつつ、私も 掲示やプログラムの作成、ホストファミリーでの交流等を通して充分楽しんでいた。ホスピタリ
すべ

ティに関しても、お互いを思いやる（自分が楽しむだけでなく）術に於いて意図したことが、旨くはまり、充実した時間
を持てた。このような機会はクラブあってこそだと思うし、共感し体験を共有できるメンバーの増強への力強い動機
づけと為し得ると信じる。一皮も二皮も脱皮した河内が大きく変貌する時は今、であろう。
今期阪和部は１５１名からのスタートだそうな。期首より減少したことよりも、阪和部となって以来の最低値を破った
ことに 安穏としていてはならない。
編集子
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