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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”

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

高田

一彦（横浜クラブ）

「世界平和をワイズの手で」
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】マルコによる福音書 12 章 43 節～44 節

（選・解説 岩坂正雄）
「イエスは弟子たちに言われた。この貧しい やもめは賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。
皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものを入れたからである。
」
―

有り余る中からの慈善ではなく、持てるものを分かち合う共生の精神がタイム・オブ・ファストの心でしょう―

『河内発、発想を世界へ』

伊藤

圭介

皆さんは今 Y’s men’s Club で事業がいくつあるか直ぐに列記できますか。理事を務めた私も
これを問われたら戸惑います。世間の NEEDS に対応して、必要に応じて価値ある事業が生
まれてきました。一方 YMCA、Y’s men’s Club の原点である青少年健全育成が数ある事業の
中に埋もれ同列扱いになっています。やはり原点は特別扱いを受けるべきです。
今流行の事業仕分けをやり、本当に従来の事業が必要かを再検討しては如何でしょう。
世間を見渡しますと、
NGO が群雄割拠しています。Y’s men’s Club の事業の中には他の NGO
がその一部門を専門に集中して活動しています。その部門では Y’s men’s Club は競争に負け
ます。ボランティアも競争競合の時代に入ってきています。 他の NGO に任せばいい事業がそこそこあるような
気がします。所謂分業です。Y’s men’s Club に在籍して他の NGO で活動している方がこれからも増えていきま
す。何故でしょう、と問いかけてみませんか。そこで提案です。具体的な青少年健全育成を掲げた新事業を打ち
立てるのです。
案：
“若者を海外へ”事業を作り、この事業の年会費を 1 万円にします。仮に河内クラブで年間 23 万円があれ
ば、皆さんの子供、孫、ひ孫、そしてリーダーをアジア、国際ユースコンボケ－ションに参加費一部負担をして
「Look World」してもらう。これは壮大な企画でもないと思います。一つの企画があると正論のリスクチェック
を列挙するマイナス思考意見はダンプカー一杯ありプラス思考はリスクが伴う場合が多く手のひらに載る位の賛
成意見しかない、と言った記事を読んだ経験があります。Y’s men’s Club が青少年健全育成を提唱すれば賛同し
て会員増強に繋がります。入会を勧める際に、今ある事業を並べて説明している間にその人は消えています。何
故若者に「Look World」かを河内クラブの皆さんに説明するのは失礼ですね。今回の東山荘のユースコンボケー
ションで世界の若者の躍起とした交流風景を身近にしての提案です。櫂より始めよ！
２月例会プログラムは８ページに掲載します。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
1 月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１1 年１月２０日（木）18：30～20:30
記録 芳澤伸之

出席者(敬称略)
メ

ン

田中・藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本
佐古・伊藤・尾北・加藤・横田・新本・丸尾
中野・正野・岩坂
メネット伊藤・望月・初田・丸尾・中野
ゲスト・ビジター
畠平剛志（新入会員）
畠平雅生（大阪西）
・今井利子（なかのしま）
鈴木良洋（大阪サウス・EMC 事業主査

２０１１年 ２月報

インフォメーション
宮本：ファンドの献金袋の回収が今月までとのこと
正野：ＬＤ委員として役員研修会に出席してきた
中野：一泊研修会：２/２６（土）１４時～１８時
サンホームにて行う
藤井：会計中間決算報告
丸尾：らくらく登山の実行委員会を２月より行う
岩坂：チェジュクラブとの交流状況と記念祝会への参
加要請
次期役員選挙
例年２月に行われていた次期
役員選挙を１月に行う。区や部
の役員選出に関する要求が前
倒しになっている事に鑑み、河
内クラブ役員の選考に関する
会則は１０月の役員会にて変
更されている。芳澤選挙管理委
員長によって投票が実施され、
下記の通り候補者全員が信任
された。

以上 26 名
会長挨拶
大谷会長より新年合同例会の
お礼が丁重に述べられ、河内ク
ラブのチームワークの良さを改
めて強調された。河内クラブの
真新しい新調されたバナーが輝
いている。西日本区大会への参
加呼びかけにも力が入る。
クリスマスオークションから
クリスマス献金が尾北館長に
手渡され、また本日新会員と
して畠平剛志さんをお迎えで
きること、そして次期役員の
顔ぶれが決定されることを紹
介された。
新入会員入会式
会長
書記

新入会者、畠平剛志さんが紹介者（父）大阪西クラ
ブ・畠平雅生 Y’s と鈴木良洋ＥＭＣ主査立会いの下、
大谷会長による式文朗読により入会宣誓が行われ、畠
平剛志さんの入会式が厳粛に執り行われた。会員バッ
ジほかワイズグッズ一式が贈呈され、あわせて鈴木良
洋ＥＭＣ主査からのお祝いの言葉と記念品が贈られ
た。
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横田憲子 副会長 宮本桂子
望月強・芳澤伸之 会計 田中惟介・藤井敬子

ＤＶＤ研修会
ワイズメンズクラブ国際協会・西日本区奉仕活動への
アプローチから新入会員オリエンテーション資料よ
りパワーポイントで正野忠之君からワイズとは、ワイ
ズ活動の研修が行われた。綱領と目的及び構成会員
等々知っているようで知らない部分を再認識させら
れた。

司会者・藤井敬子君の名司会振りで今例
会が順調すぎるくらい順調に進み、閉会
まで３０分余りを残す。司会者の考慮で
にこにこアワーで存分に皆さんのお話を聞かせて欲
しい旨アナウンスされる。ワイズの面々の顔つきが変
わる。話し好きのメンバー達の顔が和む。口元のアイ
ドリングがパワーアップしてくるのが伝わる。しかし
順調に例会報告をメモしていた小生の気分が一瞬に
して荒んでしまう。にこにこのテープ起しにどれだけ
の時間を費やすのだろうか。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（1 月例会）敬称略
テープ起稿 若大将 （芳澤伸之）

畠平 今日から正式に皆様のお仲間入りさせて頂
き、これから先を楽しみにしております。今後と
も宜しくお願いします。
畠平（父） 息子は歯医者をやっており世間が狭い。
ワイズメンズクラブには良質な人たちが多い。覗
いてみたらどうかと勧めたのが機会です。これか
らも宜しくお願いします。
鈴木（サウス） 今日は二つの用事で寄せて頂きまし
た。南ＹＭＣＡ６０周年記念式典で岩坂先生に記
念講演をして頂いたお礼と畠平さんの入会式の
立会いです。頑張ってください！
今井（なかのしま） 今日、高槻病院で人工骨を入れ
た患者さんの集いがありました。先生は３６歳の
時から１２年間で５０１例の手術をされたそうで
す。私の骨は後２０年はもつそうです。１００歳
を越しそうです(笑)
佐古 明日胃カメラを飲みます。若い会員さんが入
ってこられましたので、まだまだ天国に行くのは
早いかなと思っております。
丸尾 畠平さん！１０年先を目標に Identity を大切
にし、個性を伸ばし全てが Almighty な優等生で
はなく「この事は俺の右にでる者はいない」Core
を築いていただきたいと思います。
新本 私たちは新年合同例会と１月クラブ例会を
与えられ、今日ここに畠平さんと鈴木さんにも列
席頂き、私たちのクラブに花を咲かせてくれまし
た。入会式は一度きりです。お父さんが目指すワ
イズ精神が貴方に移ったのです。おめでとう！
尾北 １月９日から１２日まで高熱を出し、新年合
同例会に出席できませんでした。チャリティーラ
ンにも参加し、この１０年間熱を出したこともな
かったのですが、やはり健康に対する警鐘を鳴ら
してくれたのだと思います。
正野 畠平さんは１１月頃から新年合同例会の準
備に携わって頂き、入会前からこれだけ働いてい
ただいた方は他にいないと思います。若手の特権
でしょうか。４６０ｇで生まれた姪が２歳になり
ました。普通に歩き成長しています。
中野 私が土佐堀クラブに入会する時の紹介者が
現土佐堀クラブ会長の生地義治君。生地君の紹介
者が畠平（父）君です。そして土佐堀クラブ入会
時の会長が伊藤圭介さんでした。オリエンテーシ
ョン時にジョージウィリアムスとポールアレキサ
ンダーは絶対に忘れるなと言われました。
田中 今期は野党だったんですが次期は与党にな
ります。私を野党に置いとくほうが役にたつんで
すがねぇ(笑)東大阪の「いしきりんちゃん」全日
本ゆるキャラコンテストで１７０番中６位に入り
ました。大阪府では第一位の人気です。
芳澤 皆さん非常～に長く話していただくのは有
難いのですが、何を隠そうテープ起こしの担当は
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この私です(笑)畠平君おめでとう！新年合同例会
で献身的に働いていた姿は素晴らしかったです。
ようやく私にも手下が出来たので喜んでいます。
望月 私の今年の目標は「感謝」
。素直に感謝しよ
うと思っています。この頃電車の中で席を譲られ
る事がありますが、これが非常に悔しい。今年か
らは１８０度気持ちを変えて「おおきに」と座ろ
うと思います。何事にも感謝をしていきます。
中野メネット 望月さんのお話から思うところがあ
ります。私も今まで人に席を譲ることがありまし
たが、それが失礼に当たることもあります。です
からこれからは何方が来ても席を譲らない事にし
ようと思っています(笑)
望月メネット 畠平さんご入会おめでとうございま
す。奥様もお越しくだされば嬉しいです。どうか
これからも宜しくお願いします。
初田メネット 畠平さんおめでとうございます。私に
も同年代の息子がいますが全然出来が違いますの
で、
ここに入れようという気持ちにもなりません。
どうぞ頑張って下さい(笑)足腰が痛い方のために
足首に錘をつけて歩くことをテレビで見ました。
それから重すい（？）バンドをつけて家の中も歩
いています。
伊藤メネット 若い年代の方がご入会され心強く思
います。私たちの息子と年齢的にも変わらないの
に奉仕クラブに入会され、お父様をはじめお母様
の素晴らしさも伝わってきます。
伊藤 皆さん格調の高い事ばかり言いはりますし、
前の方で肝心な事を言われて後の方は困ります。
ロシアの件ですがメールでメッセージを発信して
いますが、是非途切れないように続けていきたい
ものです。最近 Face book で交流しようと云
う提案があります。特に若い方とは交流を深めて
いただきたいものです。
岩坂 今日は畠平 Day ですね。
「おめでとうござい
ます」や「若いピチピチした」や「こき使うぞ」
等々皆好きなことを喋りますが、多くの人たちと
お付き合いするのに余り骨が折れないように。そ
の要領を是非お父さんから学んで下さい。
加藤 畠平さん、これからのご活躍を期待しており
ます。
宮本 ワイズメンのワの字も知らないままに副会
長をさせていただきます。皆様のご協力を宜しく
お願いします。阪和部の新年合同例会、初めての
出席且つ司会をさせていただきました。たどたど
しい司会で申し訳ありませんでした。
大谷 ご入会おめでとうございます。上半期は河内
クラブの皆様に支えられ感謝します。ある人は、
私は人使いが荒いと言いますが、下半期も人使い
荒くさせていただきます。次期はＥＭＣ主査をさ
せていただきます。鈴木主査の足元までも及びま
せんが宜しくお願いします。
横田 １１月頃に来年の運勢の易を見ます。そこに
―３―
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「自分に出来ること、出来ないことをはっきり伝
える」
「自分の能力の範囲内で行動するのが良策」
とありました。来期は幅は広げず少し深くプログ
ラムを進めていきたい思いです。皆さん一緒につ
いて来ていただければ嬉しいです。
藤井 三年続けての会計です。郵便局に行くにも多
くの手間が要ります。今日、田中さんから顔写真
入の証明書を作っていただきました。
杉村 先日、畠平さんと一緒に電車で帰る途中、
色々なお話しをさせていただきました。是非
これからも個人的にお話しさせて下さい。
丸尾 メネット 畠平さんご入会本当におめでとうご
ざいます。ニコニコも順調に長く喋っていただき、
閉会１分３０秒前になりました。
にこにこ編集子・若大将は３０分以上に亘るテープ
を何度も何度も、時には車の中で、時には就寝前
の子守唄代わりに、時には食事中に幾度となく聞
きなおしました。全てを文字にしようかと考えあ
ぐねましたが、総ページ数３０ページ以上にも及
び断腸の思いで簡略いたしました。全てのお言葉
を記することが出来ず残念ですが、この若大将の
顔に免じてお許し下さい。
ブリテン編集子は例会終了後この長い時間の記録
を思い暗澹とした気分でおりましたが若大将が
一手に発言者の苦情を引き受けるべく思いきっ
て省略してくれたおかげで、なんとかページに収
められ安堵しております。恒例の写真は紙面の都
合で掲載できませんでしたが やむを得ない事
だと思っています。
（３月例会も、多分、にこにこの時間を多くとれると思いま
す。機知にとんだネタを用意しておいてください）

本日のにこにこは

￥２０、８１５－

でした

第３6 期 第 8 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間２月 TOF・CS・FF
２０1１年 1 月 27 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

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

2 月例会
2 月 17 日（日）6；3０～8；30 サンホーム
B 班担当；正野・宮本・丸尾・加藤・望月・青野
ゲストスピーチ；奥田時夫 Y’s（大阪土佐堀クラブ）
テーマ；地球の困った現実「飢餓・貧困・環境」

例会役割分担
司 会
食事手配
受
付
音楽担当

望月 強君
丸尾 欽造君
正野 忠之君
会計兼任

聖句朗読 正野 忠之君
食前感謝 佐古 至弘君
＆ 会 計
望月・藤井君

3 月号ブリテン原稿
例会報告
役員会報告
２月例会にこにこテープ起し
Ｙニュース

―４―

正野忠之君
丸尾欽造君
宮本桂子君
鈴木えみ さん

サンホームニュース
メネットコラム“いちおし！”
巻頭言

尾北

昇君
終了
岩坂正雄君

原稿締切は 2 月 25 日です。厳守！

審議事項
１. ３月例会 Ｃグループ担当 ゲスト月
田中（委員長）
・新本・横田・岩坂・中野・尾北・大藪
東Ｙリーダー北田利恵さんのミャンマー体験報告を予定
２. 次年度における次次期理事（２０１３～２０１４年度）
候補者推薦について
該当者なし。
３. 阪和部ＥＭＣ主査選任について 大谷美佐子で連絡済
４. 新年合同例会決算報告（田中）当日キャンセル分の処
理で登録あるも振り込みなしの者との整合性を考慮し返
金することにしたため￥5838－の欠損が出た。クラブ補填
でこれを埋め +-0 で第３回評議会で報告する。
５. らくらく車椅子登山委員会始動（丸尾委員長）
２月中旬に丸尾（委員長）
、芳澤（副委員長）
、大谷（会長）
、
尾北（東 Y 館長）
、東 Y スタッフ（サンホーム・ウェルネ
ス）で打合せをし、その後、実行委員会（３～４回）を開
催、役割分担等詳細を詰めることとする。
６. 河内クラブ研修会について（中野）
２月２６日２時～６時サンホーム６階で行う。その後“な
ごみ”に加わり７時半より同所にて懇親会を開く。
７. 第６回サンホーム車椅子清掃について（地域奉仕・芳澤）
今回も近隣の高校生の参加も要請している。らくらく登山
に向けてのメンテナンスも兼ね３月２６日１時から約２
時間を予定している。別途ちらし参照。
桃の里幼稚園 草刈について（地域奉仕・芳澤）
滝中スタッフと打ち合わせ中、４月１６日の予定
８. ファンド締め切り ２月１５日会計に於いて振り込み
９. 西日本区大会への登録
杉村連絡主事の登録料及び宿泊料をクラブより提供する。
10.２月例会登録料について
ＴＯＦの月であるので特例として￥500－とする。
ゲストへの謝礼は担当班長が用意する。

報告事項
１. ライブラリーコンサート 河内クラブスポンサー日程
５月２１日（土） 開催午後３時～４時半
低音楽器デュオ ファゴット/片寄伸也、チェロ/崎元蘭奈
２.第３回評議会
２／１９（土） ：於南ＹＭＣＡ 14：00～16：00
出席者 大谷・丸尾・正野・田中
３. 次期会長・主査研修会 3/12～3/13 チサンホテル大阪
４.ＪＷＦ・ＥＦ 12/15 日送金に対し就任よりお礼状が届
いています。
５. 東ＹＭＣＡ運営委員会 １月２５日（火）午後７時～
６.阪和部メネット「ランチの集い」
2/26 11：30～ 帝国ホテル 詳細はブリテン７頁参照
７. 東ＹＭＣＡ運営委員会・サンホーム感謝の集い
3/5（土）卒Ｙリーダーへのプレゼントを用意する（正野）
８.土佐堀クラブ６０周年祝会 5/21（土）４時～７時
土佐堀会館 ￥8000－
９. 第１４回西日本区大会
２０１１年６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都
1/27 現在、14 名登録

連絡事項
1. ２月４日（金）ブリテン印刷・発送
2. なごみ２月２６日（土）

大阪河内ワイズメンズクラブ 2011 年 2 月報
阪 和 部 新 年 合 同 例 会 特 集
平成２３年睦月１０日、阪和部新年合同例会が南ＹＭＣＡで 華やかに開催された。コンセプトは簡素にそして和やかに楽
しく・・・ アピールにも走り回らず、無駄を省き満足度を高めること。はたしてその成果は・・・・・？

定刻５時、宮本桂子 Y’s の阪和部合同例会初参加と言うプレッシャーをものともせぬ落ち着いた
司会で開会。坂本阪和部長の点鐘、ご挨拶はとても自然体で 意表を突いた
つもりのワイズソングならぬ「一月一日」斉唱も以外に素直に受け入れられ、
正月気分を盛り上げられた。
新入会員の紹介では我が畠平会員も登壇し「2000 チーム」の高瀬 Y’s
は歓迎あいさつで花を添えて下さった。
事前に登録頂いたアピールも 食事の前に入れたためじっくりと聴いて
頂けてアピールする側にもその配慮を喜んでいただけた。
ここまでは粛々と進行し、サウスの松岡 Y’s の食前感謝、仁科西日本区理
事の乾杯の後は歓談のみ。何か隠しネタがあるのだろうと期待されたむきは
落ち着かない様子。でもプログラム表通り、何のアトラクションも用意されていないのだ・・・

美濃吉の弁当にお茶、ビール各自１本。
たっぷりと取られた歓談時間。これ以
上何がある？と納まっていると心配
した三木元部長が例のハンカチ踊り
でもやろうかと お気づかい。いやい
や どうしてもやりたいなら時間を
あげるよと恩に着せ出来た写真が右のよう。
結構受けてまぁよしよしと言ったところか・・・
用意していた抽選会。現・元理事と次次期
理事等６人と阪和部現・次期部長の錚々た
るメンバーにくじを引いて頂き福袋を１
０名にお持ち帰り頂いた。これが唯一のア
トラクション。影の実行委員長と言いつつ
ちゃっかり出番もこさえてあるのだ。演出
家に良くある顕示欲。なんとでも言って下さい。
（自分も楽しめなくては創
造なんて出来ないんだから・・・・と

つぶやきながら）

和やかな新年会であったとの評価に感謝したい。 記録

田中惟介

阪和部新年合同例会のホストクラブとして
実行委員長 大谷美佐子
１月１０日（祝）南ＹＭＣＡに河内クラブがホストとして合同例
会を開催いたしました。
寒い中でしたが沢山（130 名ほど）ご参集いただき企画の中の「ワ
イズメン・メネットが主役」が達成された事を喜んでいます。皆
様笑顔で、とても良いお顔をされており新年の会に相応しいもの
でした。
当日お手伝い下さった大阪サウスクラブの方々大変有難く感謝申
し上げます、そして企画・準備に奮闘して下さった実行委員・河
内クラブメンバーの皆さん有り難うございました。
―５―
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２０１１年 ２月報

スキーキャンプ、続々と終了しております！！
1 月後半となり、今 シーズン３つのスキーキャンプを終えました。1 泊 2 日の
六甲スキー（望月メンのマゴメットのとしやくんもご参加いただきました！）
、
2 泊 3 日のハチ高原スキー、4 泊 5 日の戸隠スキーです。 12 月初旬は雪不足が心配されていましたが、
今のところどのキャンプも、雪に恵まれかつリーダー達の献身的な活動と子どもたちの満ち溢れるほどのエ
ナジーで、安全にそして楽しくキャンプを終えることができています。2 月は雪遊びキャンプがあります。
新しい試みとし て、上町にある YMCA 日本語学校生徒のルペス・サイズさん（ネパール男性 20 歳）が「多
文化ボランティアリーダーインターンシッププログラム」で、この雪遊びキャンプに参加をします。イン
ナショナルになりつつある YMCA キャンプ。次月でどのようなキャンプになったのかをご報告させていた
だきます。

日本の冬を自然の中で満喫するジュニアユース

SUN HOME NEWS

上手になったグライドに夢が膨らむ

会館使用にあたってインフルエンザ予防にご協力を

サンホームでは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。例会やその他のワイズ活動の際にはご協力をお願い
いたします。
特養新年会
１月１６日（日）に１階フロアーで入居者とスタ
ッフによる楽器演奏がありました。入居者とスタッ
フが何度も練習し準備しました。入居者とご家族の
皆さんとスタッフも一緒になって楽しみ、新年を喜
ぶことが出来ました。
写真(右)は、新年会での音楽を楽しむみなさん方
クリスマス献金プログラム
◎２月６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。

―６―
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新年合同例会に出席して
メネット会長

大藪暢子

あけましておめでとうございます。

「いちおし！」

連載

ＮＯ ７４
初田眞佐子

いちおし！と言えるかどうか・・・・・
２０年程前より、少しずつ歩いています。きっかけ
は、平成３年、夏に主人の胃がんが判り、手術を受
けました。もともと事務職で、麻雀大好き人間で運
動は苦手でしたから 筋力は、みるみる落ちて行き
ました。太ももから臀部にかけ 老人のように皮ふ
がたるんだのを見た時、二人ともショックでした。
少しずつ（体力をつけるため）近距離から歩く事
を始めました。日を重ねて行くうち、今日は近場か、
少し遠くまでかと決めて歩く様になりました。
知らない村の中だったり、遠くの公園だったり、
四季折々の風景にふれ、良い匂い、きれいな花、等
話しながら歩いた事を懐かしんでいます。

白いテーブルクロスの中央に金箔を散らしたタイ
の和紙（？！・横田さん提供）。そこに中野メネット
の可愛いく、お正月らしい華やいだ松と梅などの花々。
河内名物、サプライズ付きのランチョンマットにセッ
トされた二段重のお弁当にビール、お茶が 100 名を
越えるお客様の到着を待っています。とても行きとど
いた設えでした。
何か 緑のものを身につけてお迎えしましょう、と
メネットで決め、グリーンのセーター、ベスト、エメ
ラルドのリング等々。
“ワーッ”
“ステキッ”と始まる
前から大賑わいです。望月さんの和服姿には皆で感動
しました。
「優勝」ですよネ。

主人の没後、しばらくは休んでいましたが、ここ
でズボラになってはいけないと思い、又、歩き出し
ました。
「今日はお一人ですか？」と声をかけられ
る事もありました。それ程にいつも２人で歩いてお
りました。
１人、黙々と歩いているのも寂しいですが、自分
の体のためと気晴らしのため、夕方になると身支度
をして ３０分程歩いています。
もう一つ、歩き始めたあの頃、不安と寂しさで眠
られず、NHK の「ラジオ深夜便」を毎夜、聴いて
いました。良い話、音楽、海外ニュース、ふる里情
報等 盛り沢山の、高齢者向けの番組です。未だに
それも毎晩聞いています。
（今回で いちおし！ はひとまず終了いたします。最後
にこんな素晴らしい いちおし！を寄稿頂きうれしく思
います。高齢化し誰もが向き合う事態に対処する一つの
方法を ご教示いただき 喪失の悲しみを共有しながら
参考にさせていただく良い機会になりました。編集部）

日 時：２月２６日（土）１１時２０分 現地集合
場 所：帝国ホテル大阪
ロビーラウンジ「ザパーク」
内 容：ランチブフェ ￥3,500（通常￥4000）
てんま天神梅祭り拝観券つき
申込み締め切り：２月２２日（火）
申込みはクラブ毎でお願いします。
阪和部メネット主査 永井

由紀子

定刻前に続々と受付に並ばれます。受付をすまされ
ると（手前でメネット手づくりのアームバンドを販売
していますが・・）皆様素通り。直接会場に入ってし
まわれましたので“いかがですか～”との掛け声に品
定めをされる人も少しづつ増え、丸尾メンにお願いし
て作っていただいた“アームバンド誇大広告”に足を
止め、驚かれたりもしました。
仲々売上も伸びない中、いよいよ宴もたけなわとな
り、会場内を移動販売することになりました。
ほろ酔い気分の“メン”
“メン”
。美しい着物姿の望月
班と、おだやかで優しい伊藤班。二班で頑張りました。
おかげさまで豊島神愛館へ贈る用意が出来、感謝です。
２月１５日に振り込みます。和田林さん提供の根付け
は完売しました。
美味しい料理と楽しいおしゃべりに熱中している
内に時が過ぎていきました。大谷会長の今期の決め事
の一つ“時間厳守”でピタリと定刻にお開きとなりま
した。

（カットの写真は帝国ホテルエレベーターの内装です）

―７―

Y’s
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Club Of Osaka

HAPPY

Kawachi,

BIRTH DAY

Region

Japan West

WEDDING

2 月

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生
丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生
畠平 剛志 １９６８年２月１２日生

日本区

丸尾
伊藤
新本
藤井

通年強調目標

February

2011

ANNIVERSARY

欽造＆初子夫妻
圭介＆玲子夫妻
子夫妻
英二＆力子夫妻
子夫妻
敬子＆中夫妻
中夫妻

２月 ３日
２月 ４日
２月 ４日
２月１５日

PR

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
景気低迷の今、求められるのはワイズの
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

西日本区強調月間

TOF・CS・FF

ワイズの大事な活動資金です、各クラブでしっかりアピールし
クラブでしっかりアピールし、しっかり集めて、しっかり
しっかり活用致しましょう。
林 良廣 地域奉仕・環境事業主任

2 月例会プログラム

2 月－3 月の予定

TOF・CS・FF

2月
４日（金） ブリテン印刷・発送
発送
１７日（木）例会 サンホーム
１９日（土）第３回評議会 14 時～
～16 時
２４日（木）役員会 サンホーム
２６日（土）クラブ研修会 サンホーム
なごみ（予定）
阪 和部 メネット食事会・帝国 ホ テル

3月
５日（土）サンホーム感謝の集い
・ 卒Ｙ式
い・
４日（金） ブリテン印刷・発送
１２～１３日 次期会長・主査研修会
１７日（木）例会 サンホーム
２４日（木）役員会 サンホーム

2 月 17 日（木）サンホーム
6：30～8：30
司 会
望月 強君
開会点鐘
大谷会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
大谷会長
食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談・インフォメーション
ゲストスピーチ 奥田時夫 Y’s

いしきりんちゃんが
ゆるキャラコンテストで
トライ君をおさえ、大阪で
1 位、全国 170 体中 6 位
になりました。
地元応援団長 記

地球の困った現実「飢餓・貧困・環境」

誕生・結婚祝い
にこにこアワー
YMCA の歌
閉会点鐘

大谷会長
一
同
横田副会長

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 書 記:丸尾欽造・尾北
メネット会長:大藪暢子
大藪暢子
直前会長: 芳澤 伸之

昇 会計：望月 強・藤井敬子
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/

Wind From Kawachi 住まいの近くに
住まいの近くに児童養護施設「生駒学園」がある。暮
れからちょっとしたブームになっている 伊達直人からと名乗る寄付が数件あった
ようだ。（右欄外写真参照） この連鎖は マスコミにあおられた部分もあるかもしれ
ないが時代の閉塞感の中で清涼剤を求めている人の
時代の閉塞感の中で清涼剤を求めている人の、心の内なるスイッチがオン
されたに違いない。
ワイズに求められるものに、このきっかけを作ること
きっかけを作ることがあるとするのは牽強付会（こ
じつけ）だろうか？ 巻頭言の伊藤 Y’
’s の提案も、このきっかけ作りにあたるであ
ろう。河内から部や区へと波及していけばこのうねりのもたらす果実は会員増強に
河内から部や区へと波及していけばこのうねりのもたらす果実は会員増強に
とどまらず 計り知れないものがあると信じる。 ここでまた 役員就任式の式文を
引用するが、アイデアを出し、実行する人になることを求めよう。 只提案するだ
けでなく、実現するために プロジェクトチームを立ち上げようとか働きかける道筋
を描くとかのチャート（海図）をも お示し頂く事を望みたい。
お示し頂く事を望みたい。比較的層のあつい我が
クラブの 人材をもってすれば始める人になるのも さほど難しくない と思うのだ
が・・・如何？
編集子
―８―

TEL 06-6787-3733

