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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】コリントの信徒への手紙Ⅱ 4 章 18 節

（選・解説 岩坂正雄）
「わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。
見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。」
―

新しい年を迎え、過ぎ去った過去のできごとにとらわれないで、新しい地平を望む視野を持ちたいものです―

『新年おめでとうございます』

会長 大谷美佐子
新年明けましておめでとうございます。
河内クラブの皆様のご支援とチームワークにより、上
半期を無事に経過し 1 月から下期が始まろうとしてい
ます。
上期の活動は河内クラブだけでは成し遂げなれなか
った真夏の大きな事業ＩＢＣ・３５周年記念例会があり
ました。各方面のご協力にあらためて感謝するとともにワイズダムの素
晴らしさを再確認いたしました。
ロシアとの交流がインターネットの上で引き続き広がっています、そ
して韓国の兄弟クラブとの 4 月の再会が待たれます。またその他事業も
委員長を中心に熱心に取り組んでいただいて大変感謝しています。
今期は「ワイズ事業に活力を」会長主題に致しました今、河内クラブ
が変革の時期に来ているように感じます。前会長が道筋を開いてくれま
した、芳澤前会長の路線を引き続き進め 新しい息吹を、
「夢」
「志」
「希
ほとばしる

1 月例会プログラム
1 月 20 日（木）サンホーム
6：30～8：30

司 会
藤井敬子君
開会点鐘
大谷会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
佐古至弘君
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
大谷会長
畠平君入会式
食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談・インフォメーション
役員選挙
ワイズとは・・・DVD で研修
誕生・結婚祝い
大谷会長
にこにこアワー
YMCA の歌
一
同
閉会点鐘
横田副会長

望」といった内から 迸 る 熱き「想い」を秘め行動することで「想い」
を実現させ変革につなげて行くとの願いを確実に実現して行きたいものです。ワイズメンはいつまでも
青年です、熱い情熱をもってワイズ事業に取り組んで行きましょう。
下期も頑張ります、どうぞご指導ご協力を宜しくお願い致します。
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レーキングの効果抜群で大人も子供も大喜びだった。

--サンホーム ６階 ―
２０１０年１２月５日（日）17：00～20:00
記録 新本英二
出席者(敬称略)
メ

ン

青野・伊藤・岩坂・大谷・尾北・加藤・佐古
正野・新本・田中・中野・杉村・藤井・宮本
望月・横田・芳澤
（♪おもちゃの ちゃっ ちゃっ ちゃっ
メネット伊藤・大藪・新本・中野・望月・初田・宮本・丸尾・
で 最後はハートマーク！！）
ゲスト・ビジター
東 正美・神谷尚孝（和歌山）
・絈谷 隆（奈良）
続いて田中ロビー展実
畠平雅生（西）
・増石廣之（ヴェクセル）
行委員長の司会で表彰
畠平剛志・龍太郎・大治郎（新会員候補ファミリー）
式が執り行われ、まず
和田林スギエ・笹川桂子・東野正幸・小西たける
出展料とコイン投票の
大谷繭子・絢音・優月（ファミリー）
集計から￥24,415 円
中西真二・理恵子・基也・和音・穂希・篠原欧輔
木村一心・心万（牧師ファミリー）
をクリスマス献金とし
山本直樹・春子（小阪教会）
て大谷会長から尾北館長へ目録が手渡された。
東ＹＭＣＡリーダー
松岡宏将・上宇都恵生・鈴木潤一・石室綾子
表彰は佳作３点、入選１０点が
酒井友梨子・山下範子・加藤柚乃・北田利恵
選ばれ副賞を添えて授与された。
吉田有美子・新谷美紀・野村有沙
１位の山本直樹さん（小阪教会
東ＹＭＣＡスタッフ 佐藤 悠・河合文太・鈴木えみ
所属）には伊藤賞、２位の望月
サンホームスタッフ 上村五月
Y’s には会長賞、５位の東野正幸
桃の里
床島夕依・寺野剛史・井上あづさ・井形友美
中田 茜・寺田一也

以上７１名
第１部

尾北 Y’s の司会で定刻５時に開会された。

（中西牧師のメッ
セージを拝聴）

讃美歌１１１番斉唱に続きイザヤ書５１章 1１節が
拝読され、小阪教会中西真二牧師のメッセージ「本当
の喜び」を頂く。お祈り、讃美歌１１２番、黙祷を経
て会長の時間へと続く。
誕生日・結婚記念日のお祝いがプレゼントされ第１部
が終了した

さん（宮本 Y’s のお父さん）には実行委員長賞が添え
られた。
（ロビー展受賞者の笑顔の一部
をご覧ください）

（昨日が結婚記念日でした
と 宮本夫妻）
（お祝いの品をご披露します
と大藪メネット）

第２部の司会は中野 Y’s。
“リーダーと遊ぼう”からスター
トした。
リーダー達のゲームはアイスブ
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新本 Y’s の食前感謝と
神谷西日本区財政監事のご発
声で 乾杯！食事・歓談。
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司 会
食事手配
ニコニコ
受
付
音楽担当

藤井敬子君
聖句朗読
佐古至弘君
佐古至弘君
食前感謝
佐古至弘君
杉村 徹君＆ 当日指名 メネット
芳澤伸之君＆ 会計 望月・藤井両君
会計兼任

2 月号ブリテン原稿

想定した集客を超えた
ので量に不安があった
が焼いたウインナー等
の新しい試みは評判も
よく早々と無くなって
いた。
会場レイアウトに
もう一工夫があれば良
かったかも知れない。

恒例の サンタが来ないというアナウンスで
子供たちに戸惑いが走ったが・・・
サンタクロースに代わってセンタクジョーズなおばさ
んの登場で 大喜び。それぞれプレゼントを手に親の
もとへ見せにもどった。
オークションは
田中、藤井両 Y’s
とリーダーのお手
伝いで手際よく進
められ皆さんのご
協力で完売。
集計の結果
￥６９、０００
の売上であった。
後日役員会で、半
額の￥３５、０００をクリスマス献金に捧げられる事
が承認された。
YMCA の歌と横田副会長の点鐘で定刻に閉会した。

第３6 期 第 7 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 IBC・DBC
２０10 年 12 月 9 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者 大谷・芳澤・田中・尾北・藤井・横田・伊藤
丸尾・中野
1 月例会 1 月 20 日（木）6；3０～8；30 サンホーム
A 班担当；佐古・芳澤・伊藤・藤井・杉村・畠平
次期クラブ役員選挙
候補者ポスター：書記にて作成
投票用紙：選考委員会にて作成
入会式

例会役割分担

例会報告
芳澤伸之君
役員会報告
尾北 昇君
Ｙニュース 鈴木えみ さん 巻頭言
大谷美佐子君
サンホームニュース
尾北 昇君
メネットコラム“いちおし！”
初田眞佐子さん
原稿締切は 1 月 28 日です。厳守！

審議事項
１. ２月例会
B 班担当 正野・宮本・丸尾・加藤・望月・山内・青野
ゲストスピーカー
土佐堀クラブ 奥田時夫氏
２. 次期クラブ役員立候補（１１月締め切り）の現状
立候補は無かった。次期副会長は内諾を得ている。
（芳澤）
３. 阪和部次期ＥＭＣ主査選任 について
人選については進行中。１月末までに決定する。
４. 河内クラブ会計現状について
会計より実行額を記載した仮報告書が提出された。
１２月末で集計した半年分の報告を１月役員会で提出する。
ファンドの減収については３５周年事業費の剰余金で相殺
され、例年通りの繰越金は見込めるだろう。
（藤井）
５. 河内クラブ会員証について
振り込み金額によっては窓口で会員証明を求められるので
作成を求める。
サンプルを作成する。
（担当 田中）
６. 阪和部新年合同例会について
９日現在 ７１名の登録。
（内入金は６名）
最終的には１２０名余となる見込み。
名札ケースの購入は丸尾 Y’s に委託する。
７. 国際協会献金
各事業２月１５日締め切り
使済み切手は１月末締め切り
８. ロビー展 決算報告
収支決算書を添えて報告がなされた。
（田中実行委員長）
９. 会員異動に関して
畠平剛志君の入会日は、1 月 20 日付けとする。
石田鐡一君の退会日は、１２月３１日付けとする。
会員異動届けの手続きは、中野 EMC 事業委員長が行う。

報告事項
１. 阪和部新年合同例会 ２０１１年１月１０日（祝）
ｐｍ５：００～７：００・於；南ＹＭＣＡ
河内クラブ準備 当日集合ｐｍ２：００
１２月２４日（金）ｐｍ１：３０～実行委員会＆試食会
２. 区次期役員研修会 ２０１１年１月９日～１０日
３. 次次期国際会長の投票を行いました
４. 第３回評議会
２／19（土）１３：００～１５：００於：南ＹＭＣＡ
５.チャリティラン第４回実行委員会
１２月２１日（火）ｐｍ７：００～８：３０
於：大阪ＹＭＣＡ（土佐堀） 大谷会長出席
６.西日本区大会２０１１年６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都
７.堺・長野・泉北合同クリスマス会
１２月１２日 堺 YMCA
８.クリスマス例会のオークション売上
￥６９，０００－。￥３５，０００を１月例会でクリスマ
ス献金として東 Y へ・・

連絡事項
１. １月報ブリテン印刷・発送 12/２４（金）
２. １２月２６日（日）なごみ
３. クラブ研修会は３月に予定
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寒くなってまいりましたが、これまで暖かい日が続いてきまし
たので、スキーリーダートレーニングやキャンプの時に雪がある
かが心配になってきました。
一応今日の時点で 15ｃｍの積雪、スノーガンを使ってゲレンデ作り
を急ピッチでなさっているとのこと。何とか、トレーニングにも間に合
いそうです。
12 月 23 日はユースリーダーの日の集いが行われます。北ＹＭＣＡでボランティアリーダーをなさっていた須
本恵子さんを偲び、生命の尊さを再確認しそして「決して私たちは事故を起こさない」と誓う日です。冬のスキ
ーキャンプやデイキャンプを前に、自然を畏れ私たちが安全を創りだすことを心に留めて、準備を進めてまいり
たいと思います。
冬のデイキャンプ 12 月 25 日～28 日
戸隠スキーキャンプ 12 月 25 日～29 日
桃の里集中教室 12 月 25 日～29 日
ハチ高原スキーキャンプ 1 月 8 日～10 日
桃の里冬のデイキャンプ 1 月 9 日・10 日

新年明けましておめでとうございます。
今年も特養新年会を皮切りにサンホームの入所者・利用者や地域の方々が喜んでいただけるよう、さまざま
なプログラムを実施いたしますので
よろしくご協力のほどお願いいたします。
クリスマス会（12 月 5 日）
特養利用者・デイサービス利用者・地域にお住まいの方々・ボランティア・ウェルネスメンバーの子ども達、
総勢約 200 名がサンホームに集い、楽しい一時となりました。横田メン、伊藤メネットにもご協力いただきま
した。

クリスマス献金感謝とお願い（目標額６６万円）
「サンホームロビー展への出展料（24,415 円）
」
「クリスマス会でのオークションの売上金の半額 35,000 円」
をクリスマス献金としてささげていただきます。また、
「街頭募金」にも参加いただき感謝いたします。

＊クリスマス献金をお忘れの方は 1 月例会時にお持ちいただければ幸いです。

―４―
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奈良クラブ・ジョイフルクリスマス会 報告
Y サ・ユース事業主査

正野

忠之

１２月１２日（日）、奈良クラブのクリスマス例会
「ジョイフルクリスマス会」に出席しました。奈良Ｙ
のリーダー、スタッフと共に集うクリスマス会です。
私が一番楽しみにしていたのは、ワイズメンとリーダ
ーによる劇です。今年で３回目の試み。奈良クラブの
人からは、楽しいよ、面白いよと聞いていたのですが、
リーダーは自主的に参加しているのだろうか？ 楽
しんでいるのだろうか？と正直なところずっと思っ
ていました。ところが全国 YMCA リーダー研修会の
場で、「ジョイフルクリスマスにぜひ来てください。
メチャメチャ面白いですよ！」と何人もの奈良Ｙリー
ダーから声をかけていただいたのです。そうなんだ、
リーダーもワイズと一緒にやることを楽しみにして
いるんだと知り、ぜひ見てみたいと思い出席しました。
実際の劇「白雪姫」は、それを証明していました。
そして、会全体が和やかで楽しい雰囲気に包まれたの
は言うまでもありません。ワイズが行うクリスマス会
は、ＹＭＣＡのスタッフやリーダーが参加しても招待
という形が多く、どこか遠慮がちになりますが、この
「ジョイフルクリスマス会」は共に楽しむことができ
る企画として、参考にできるものだと感じました。共
に参加して楽しむというのは、Ｙサ・ユース事業のベ
ースになるもではないかと思います。これからの活動
に活かすよう努めます。

大阪サウスクラブクリスマス例会に参加して
大谷美佐子
１２月７日（火）に南ＹＭＣＡにて開催、河内から
は正野メンと大谷が参加しました。
当日は肌寒く夕方から出かけるのが億劫でしたが
会場に行きますと皆様の温かいおもてなしに嬉しく
感激いたしました。ヴァイオリンとヴィオラのミニコ
ンサートも素晴らしくとてもよいクリスマスの会で

「いちおし！」

ＮＯ 73
山内たりほ
女性が元気に日々を過ごせるいちおしは、気の合う
友人とおしゃべりをし、おいしいものを食べることだ
と思う。相手は誰でもいいのではなく、「気の合う友
人」であり、食べるものはやはり「おいしいもの」が
いい。安くておいしいもの。
私にも、そんな仲間がいる。月に一度集まってしゃ
べり、よく食べる四人である。会の名前を「マンマ、
マンマ」という。イタリア語のお母さんと、食べ物の
マンマである。
集まる日にちは、前回の集まりの時に決めるが、な
にをするかが決まるのは数日前になることが多い。絵
を見に行くこともあるし、ぶらぶらショッピングのこ
ともある。ただ、食べることにはうるさい。
「なに食べる？」から始まって、場所にもこだわる。
四人もいれば、
「ここの、なになにがおいしいらしい」
と、情報も入る。ネットやテレビで紹介されたところ
もいいが。やっぱりクチコミが一番だ。
「マンマ、マンマ」の日はランチに合わせて集合し、
夕飯も食べて解散することになっている。ランチは予
約をするが夕飯は行き当たりばったり… というこ
とが多い。なぜなら、おしゃべり大好きの四人は、ラ
ンチでたっぷりしゃべり、お茶でまたおしゃべり…と、
まったく予定が立たないのだ。
年齢も近い四人、よくもまあ、おしゃべりの種が尽
きないものだと感心するが、毎回楽しい時間を過ごし
ている。
「きょうも楽しかったね。また、来月！」 それぞ
れに自宅に帰ってから送信するメールにはいつも満
足の言葉がいっぱいだ。
今月も思い切りおしゃべりもしたし、おいしいもの
も食べた。これで、また元気に主婦業ができそうであ
る。
（次号は初田メネットの

連載

いちおし！

です。
）

した。沢山のご馳走を有り難うございました。

祝 ご結婚！
１２月１１日 熊本白川教会で吉本貞一郎、佐藤典
子両ワイズが結婚式を挙げられました。ご承知の通り
お二人は西日本区の理事としてご活躍されました。こ
のビッグなカップルの誕生は 西日本区全ワイズに
とってこの上ない喜びでしょう。
大阪河内からお祝いの盛大な拍手を贈ります。
ちょっと恥ずかしげな吉本 Y’s と
嬉しそうな佐藤 Y’s
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Y’s

Men’s

Club Of Osaka

HAPPY
望月
強
田中 惟介
望月 治子
大藪 暢子
宮本 桂子
青野亜希子
山内 信三

Kawachi,

BIRTH DAY

Region
1 月

Japan West

WEDDING

１９３９年１月 ２日生
１９４４年１月 ３日生
１９ＸＸ年１月 ５日生
１９ＸＸ年１月 ８日生
１９５６年１月１４日生
１９ＸＸ年１月２４日生
１９４３年１月３１日生

January

2011

ANNIVERSARY

大谷美佐子＆璋 幸夫妻 １月１７日

日本区

通年強調目標

PR

景気低迷の今、求められるのはワイズの
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
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
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
アピールしましょう。
中原 一晃 広報事業主任

IBC・DBC

西日本区強調月間

BC 締結で新たな風を！多くのワイズメンとのふれあいで
くのワイズメンとのふれあいで違った自分の発見を！

12 月－1 月の予定

平野

実郎 交流事業主任

大阪河内クラブメン・メネットの
クラブメン・メネットの皆様へ

12 月

１月１０日の阪和部新年合同例会
阪和部新年合同例会

３日（金） ブリテン印刷・発送
発送
5 日（日）クリスマス例会
１０日（金）役員会 サンホーム
２４日（金）ブリテン印刷・発送
新年合同例会実行委員会
２６日（日）なごみ

当日は

準備の為
２時に南 YMCA へ お集
集まりください。

1月

開会は５時

１０日（月）新年合同例会
２０日（木）例会 サンホーム
２７日（木）役員会 サンホーム
２９日（土）なごみ予定

終宴は７時
時の予定です。

よろしくお願いいたします
いいたします。
大谷美佐子実行委員長
第 36 期 ク ラ ブ 役 員

会 長: 大谷美佐子

副会長:横田憲子
横田憲子

メネット会長:大藪暢子
大藪暢子

書 記:丸尾欽造・尾北
直前会長: 芳澤

例会場・役員会場 ：サンホーム

伸之

昇

会計：望月 強・藤井敬子

連絡主事:杉村

徹

東大阪市御厨南３－１－１８

TEL 06-6787-3733

ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind From Kawachi

一陽来復
今年も
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謹賀新年
どうぞ よろしく

・・・・・・・編集子

