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２００４〜２００５年度【標 語】
ク ラ ブ 標 語「為せば成る!」 興味と意識と熱意を持って 初田 稔
永井 康雅（紀の川クラブ）
阪 和 部 標 語「The Right Choice」−良き 選択−
西日本区標語「皆な仲間 働こう」 Be Soul-Mates –to work hand in hand-- 柴田善朗（京都さくらクラブ）
ア ジ ア 標 語「Love your neighbors as yourself」自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ 長尾ひろみ(日本)
国 際 標 語「Let Your Light Shine」−輝かせ あなたの光を −
ジョン L チョア (韓国)
メネット標語「メネットの和を広げ ともに働こう
全ての人にハッピーシャワー 」 石合 昭子(大阪西)
Let’s Serve Together in Wider Circle! “Shower of Happiness to All The People”

【今月の聖句】

ヤコブの手紙１章２２節

「御言葉を行なう人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけに終わる者になっ
てはいけません。」

「一編の詩に出会って・・・・」
会長 初田稔

悲しみを知らぬ者に、何の愛を語れよう
苦しみから逃げる者に、何の希望が語れよう
涙に出会うごとに、人の真心は浄められる
人が生きていくと言う事は、
その体験によって、輝きを増して行くと言う事だ。

３月例会プログラム
３月１７日（木）サンホーム６Ｆ
司会 岩坂正雄君
開会点鐘
初田 会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
新本英二君
ゲスト＆ビジター紹介 初田 会長
阪和部部長のご挨拶
永井 部長
会長の時間
初田 会長
インフォメーション
各 担 当
食前感謝
新本英二君
食事
一
同
ゲストスピーチ
岩本智之氏

異常気象はなぜ?

世の中には色々と他人に語れぬ辛い経験をお持ちの方が大勢いらっしゃい
ます。しかし、悲しみや苦しみや涙に出会うことによって人々は強く優しくなっ
て行くのではないでしょうか。いま、悲しみや苦しみや涙に出会っている方々
にこの詩をお贈りしたいと思います。少しでも心が休まれば嬉しい限りです

「誰でも、他の人々の好意を喜びとする場合にだけ
本当の意味でいきいきしているのだ」 (ゲーテ)
人生には色々な喜びがあります。しかし、一番嬉しいのは、他人の好意が
そそがれていると感じたときではないでしょうか。好意の大小は問題でなく、
好意そのものが嬉しい、いや小さい好意ほど嬉しいのかも知れません。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
２ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２２名
２名
１５名
０名
６８.2％

％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
２月の全出席者

３名
２名
２０名
１０名
３０名

２度ＢＦポイント
現金
10,500 円
累計
39,000 円
切手
０pt
累計
０pt

大型台風・猛暑・集中豪雨・・
誕生・結婚祝
初田 会長
ニコニコアワー
大谷＆芳澤君
ＹＭＣＡの歌
一
同
閉会挨拶・点鐘
初田 会長

３月例会担当班
A グループ
新本・岩坂・増石・石田・芳澤・
大谷・
準備の為に６時に集合して下さい。

書き損じハガキ
２月分
2,320 円
累
計
3,04０円

にこにこファンド
２月分
18,100 円
累
計
131,750 円

％に訂正いたします。

第３０期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 初田 稔

副会長:横田 憲子・望月 強 書 記:正野 忠之・岩坂 正雄 会 計:佐古 至弘・増石
メネット会長:初田真佐子 直前会長:田中 惟介 連絡主事:宮本 修司

広之

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：//www．Kisweb.ne.jp/kawachi‑ys/
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２月例会報告
２００5 年２月１７日（木）１８:３０〜２０:３０
記録 横田憲子
― サンホーム 6 階 −
出席者(敬称略)
ろ 次期役員選挙
メン 初田・岩坂・佐古・新本・嶌岡・田中・望月・増石・横田・
田中役員選考委員長が役員になるので代わりに 新
芳澤・正野・笹川・宮本・丸尾・伊藤・大谷・
本委員が選挙を担当する。 出席者・・・・・１５名
メネット 伊藤・
委任状・・・３名 で選挙が行われることになる。
ゲスト＆ビジター
結果次期役員は 会 長―横田憲子
今井利子（なかのしま）、工藤義正（大阪土佐堀クラブ）、
副会長―望月強・藤井敬子 書 記―笹川桂子・
松本武彦中西部部長（大阪ヴェクセルクラブ）、
田中惟介 会計―佐古至弘･増石宏之。
以上 ２０名
このあと 次期役員に一言を頂きました。お世話様
司会担当丸尾メンの丁寧な日本語で
ですが、２００５年〜２００６年のお役よろしく御願いい
２月のＴＯＦ例会が始まりました。テーブ
たします。
ルには初田会長制作のランチョンマット
が準備され、その上には佐古さん用意
の牛乳ｏｒコーヒーとパン３本がチョンと
載っています。飢餓に苦しむ地球上の人達にこのＴＯＦ
の暖かい心が通じる事を祈りながら、本日は１０分で食
事タイムが終了いたします。というのは、２月は次期役員
選挙が行われる日ですので。
１月・２月例会と中西部より
のゲストを迎えます。新年合
同の御礼に中西部松本部
長と工藤書記が出席下さい
ました。合同にして中西部
はとても多くのワイズが集い楽しい新年例会の時間をも
てたと感謝の言葉でした。
初田会長の時間では役員候補の御願いがありました
ら、快くお受けいただきたい旨を伝えられるが、来年の
選挙管理委員長としての懇願かな？
い インフォーメーション
１ 「らくらく登山」 ４月２４日（日）
芳澤メン
河内クラブの「顔」ともなった大きなプログラムです。
今年の参加を高齢者と障害児・者にと窓を広げたい。
クラブの総力をかけないとできません、よろしく御願
いいたします。
２ 「ふれあいサロン」 ３月６日(日)
嶌岡メン
独居老人をお誘いして、楽しい時間を過ごしていた
だくサロンです。今年は東Ｙ祭りを開いている五百石
公園の町会の方を招く予定です。ご協力よろしく御願
いいたします。
３ 「メネット会」 ３月１３日（日） 司会者代読
法善寺の えび屋 さんで集まります。１人でも多くの
メン・メネットの参加をお待ちしております。
４ 「ディファレンスディ」 ３月１２（土） 今井メン
大阪ＹＭＣＡの国際プログラムであるミャンマーの支
援活動をされているなかのしまクラブさんが、多くの方
に知っていただくため、縫製指導の山地さんのお話と、
音楽で特別例会を大阪ＹＭＣＡ２階ホールで開かれ
ます。無料です。
５ 「リーダー感謝会」 ３月１３日(日) 宮本連絡主事
今年の卒業リーダーは野外リーダー３名・サッカーリ
ーダー２名です。どうぞご参加下さいますよう御願い
いたします。
６ 「中西部Ｙ Ｙフォーラム」 ３月２６日（土） 松本メン
今年は部のフォーラムを計画しています。どうぞ参加
下さい。
−２−
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ＤＢＣの進展報告
岩坂交流委員長
１月例会で配られました、ＤＢＣアンケート結果は
賛成１２名・反対３名・意見なし４名となっています。
委員長の私見として今年は、検討期間してもう少し
時間を掛けて考えるのがよいでしょうとのことでし
た。
３０周年記念事業について
田中実行委員長
河内クラブとして、皆さんの同意を得てこの事業に
取り組みたいが、まだ意識の統一が確認出来てい
ないまま先行したことに反省の意を伝えられた。
日時・場所以外で検討できる所はこの場でしてい
ただきたい旨を述べられた。入場券５００円としてい
るが問題がないかどうか調べる必要ありと言う意見。
いのち の演題は今の社会情勢に於いて必要な
ものとして、宗教の壁を越え多くの人達にアピール
する良い機会を、私達河内ワイズがするのだと言う
意識を持ち、３０周年の大切な曲がり角を大きな目
標を掲げて、力を合わせてはどうだろうか、という方
向に話が進んだ。これから、講演者のキャッチコピ
ーを考えチラシの第一報を２月役員会で検討する
ことになる。 長時間の話し合いありがとう御座いま
した。
御誕生月・ご成婚月お祝い
この日のために伊藤様ご夫妻がご出席下さったの
でしょうか？ご夫婦円満の証拠ですね。皆様おめ
でとうございます。
ニコニコアワー
時間超過になりそうで、いつもより短めのメッセージ
となりましたが、ご協力ありがとう御座いました。
ＹＭＣＡの歌と閉会点鐘で、激論の２月例会が終わ
りました。ＴＯＦ月のため少々空腹状態の皆様定刻
より 10 分オーバーとなり、感謝。
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にこにこ語録

２月例会

（敬称略）

伊藤；結婚お祝い
有 り 難 う ご ざい ま し
た。体調、まだ良く
ないのですが、皆さ
んの、特に横田さん
の就任ご挨拶を聞きたくて参りまし
た。（笑い・拍手）
伊藤メネ；結婚祝い有り難うござい
ます。去年の分もこうして持っており
ます。これはお守りとしてずっと持っ
ていたいと思っております。私ごと
ですが 東京にいる息子の新居、
完成しまして 2 月に引越しまして 2
重の喜びでございます。（拍手）
宮本；ウエルネス２月の雪遊び去年
は６０名の参加でしたが今年は約そ
の倍の１１０名が集まりました。東Ｙ
ＭＣＡウエルネスの認知度が挽回
してきたかなぁと喜んでいます。１１
月の３０周年記念はウエルネスも全
面的にバックアップして頑張りたい
と思っています。（拍手）
望月；すこし風邪気味ですが明日
朝４時か５時起きで初田さんと鎌倉
へ向かいその後東山荘へ入ろうと
計画しています。ところが天気予報
はず〜っと雨みたいで・・・
新本；頂きましたお祝いそのまま入
れておきます。
笹川；田中さんの思いと岩坂さんの
言葉・私 そのままだなぁと思いま
す。だから３０周年のこの企画、全
力を尽くして協力し成功させたいと
思います。その気持ちがとても大切
だと思います。皆さん、がんばりまし
ょう。
今井（なかのしま）；い
つもお喋りし過ぎて
すみません。でも
河内クラブは何や
かや言いながら
いつも やぁようや
ったわぁ と言う結果になっていま
すのでぜひ頑張ってください。
正野；今朝方、次期会長は横田さ
んだと言う情報を得ました。ぜひ信
任投票をと思い遅れないよう頑張っ
て、間に合ってよかったと思ってい
ます。次期、私は役を離れますが
その分、気持ちを楽にして精一杯
応援したいと思います。それから３０
周年の件ですが、曲がり角に来て
いるという認識に立てば、この大き

な構想に立つ企画は引いたら負け
だと思います。私も頑張りたいと思
います。（拍手）
丸尾；これ結婚のお祝いですね？
僕、昔結婚したことあるん ですけ
ど・・ ・（え？笑い） 結婚記念日おめ
でとうと言うことですね？ありがとうご
ざいます。 （何の確認ですか？） いや、
結婚祝いやったらおため入れなあ
かんしと思って・・・（爆笑）冗談はさて
おき。プログラムの怖さと言います
か、例えばチャリティコンサートをし
た時、切符をどうして売ろうかと苦
労しました。皆さん仕事もありなか
なか売れない、やらなければ出来
ないと努力し、結果皆さんの力を得
て出来た。枚方・寝屋川でのトーチ
ランも同じ、警察・役場・消防署・ス
ポンサー企業廻りや参加、資金あ
つめ等、自分たちの熱意を伝える
ことで出来た。だから心配すべきは
熱意をどう伝えるかであって、集ま
らないと言うことを心配していては
何 事も 出 来な い。 えらそう な 事 を
言いましたが 自分がちょっと体験
したことですのでね。くじけそうにな
った時支えあうと言うことが大事やと
思います。一人で悩むなと確認で
きたら良いんじゃないかな？（拍手）
初田会長；今日はどうもありがとうご
ざいました。次期役員も無事に決ま
りました。次期役員を電話で恵美奈
次期部長に連絡することになって
います。これで私 随分ホッとして
います。
松本中西部部
長；新年合同例
会のお礼に来て、
勇気を貰って帰
ることが出来、ほ
んとに良い例会
だったと思います。和やかな役員
選挙から一転して熱心な議論。び
っくりしました。特に岩坂さんの熱
弁に感服し私も応援したいと思いま
した。命を考えると言う団体が他に
もあると思います。そんな所とも連
携されたら良いのではないでしょう
か。ぜひ成功させて下さい。（拍手）
工藤中西部書記；
久しぶりに河内クラ
ブへ来て良かった
と思っています。僕
いま環境のことに
興味を持ち関わっ
ています。京都議定書が発効しま

した。日本はＣＯ 2 ６％削減と言っ
ていたのが逆に８％増え１４％へら
さんとあかんのです。私自身「マイ
お箸」使いながら車を使っているん
ですね？車は一人運ぶだけで１００
０人分のＣＯ2 を出しているんだと、
大名行列をしているようなもんだと
言われました。そんな事やりもって
環境問題なんて言うなと言われてま
す。地球の一員として未来を食い
つぶしているのだと言う認識にたっ
て行きたい、だから河内クラブの来
月のプログラムに興味があります。
また来ます。（拍手）
岩坂；今日何よ
り嬉しいのは横
田さんが次期
会長を快く引き
受けられ決意
新たに頑張る
と言う言葉を聴いたことです。出来
る限りの協力をします。（拍手）
田中；いつも言いたい事ばかり言っ
てます。有り難うございます。ニコニ
コですので硬いことは抜きます。で、
きのう望月さんからルネ ラリックの
３６センチの大皿があるから見に来
ないかと電話がありました。私 ガラ
スが好きなもんで、ラリックと聞いて
ほいほい出かけました。ストーブで
がんがん暖かくし、ホットカーペット
までつけた部屋にその皿が置いて
あって、その向こうで彼がゴホゴホ
咳をしてるんですよ。お皿は良かっ
たんですが帰ってからおかしくなっ
て今日は朝から医者に行き・・・だ
から彼はもう治り明日は元気に出か
けられるでしょう。（笑い）
嶌岡；ご結婚・・あ違うゎ。 結婚祝
い有り難うございます。（爆笑）
増石；近所の無線のクラブで 木曜
日になったらいつも八戸ノ里や・・
御厨や・・言って出かけるけど よほ
どええ事あるねんなぁ って言われ
てるんです。そんな連中を３０周年
に呼んできて ええことしてんねん
なぁ と言わせるために頑張りたいと
思います。（拍手）
佐古；30 周年はなんとしても成功さ
せたいと思います。そのためにも本
会計は何をおいてもしっかりせんと
いかんわけで、退会云々はそれくら
いの決意でかからんといかんと言う
意味です。３０年の成果を示すため
に頑張りたいと思います。（拍手）

−３−
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芳澤；河内クラブ２年生になりました。３０周年を迎えるク
ラブに重みを感じます。この１年間 私としては静か〜に
過ごしてきたつもりです。（ほんまかいな・笑い）来期は地域
奉仕主査をさせて頂きます。思いっきり爆発したいと思
っています。よろしくお願いします。（大拍手）
横田；今日から初田さんに替わり眠れぬ日々が続くと思
います。（笑い）よろしくお願いします。（拍手）
大谷；いつもぼ〜っとしているんですが、
皆さんの このような白熱した議論の中
で むらむらと燃えるような思いが湧いて
くるということはやはりワイズに所属して
いてよかったなぁと思います。議論を聞
きながらお誘いする人をあれこれ思い浮
かべていました。微力ながら協力したいと思っています。
私事ですが次男のところに 12 月 27 日に女の子が生ま
れました。（おめでとう・・拍手）３人目の孫です。
本日のにこにこは ￥１８１００です

次期役員挨拶
会長 横田憲子
私が河内クラブへ来るきっかけは ブリ
テンをご覧になった岩坂さんが最初に
声かけして下さったからで、転入会式
の時にはやはり３０年の歴史のあるすご
いところへ来たなぁと思いました。重さ
があるんですね？それに圧倒されまして会長になる番
が来たらどうしようとその時から悩んでおりました。（おお
〜） すごく気の重い心境です。来期、前半は３０周年の
成功を皆さんと目指し後半は楽しくやって行けたらなぁ
と思っています。なにとぞご協力よろしくお願いします。
副会長 望月強
今年は３０周年を迎えると言う 河内に
とって曲がり角の年であると思います。
も一つ言えるのは先ほどから言われて
いるように役員を選ぶのに苦労すると
言う点、選ぶ人が多くて苦労するので
はなく言葉は悪いが 駒が無い。これ
を解決するには人を増やす以外無いと思います。クラブ
というのは数がないと何をするにも盛り上がりに欠けます
のでこの点を（横田会長を支えながら）重点的に努力した
いと思います。
副会長 藤井敬子
書くことと喋ることが大の苦手ですので
皆目駄目なのですが、力仕事はまだま
だ自信がありますのでそちらの方でお
手伝いをいたします。
書記 笹川桂子
少しずつお役を頂き良い高みに上れ
たらと思っています。日ごろから伊藤
さんにはなにかとご指導を頂き勉強さ
せて頂いております。有り難うござい
ます。これまでの記念誌なども見せて
いただき、いろんな人材のある重みの
あるクラブだなぁとも感じ、この３０周年もその価値あるも
のとして迎えたいなぁと思っています。

−４−
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書記 田中惟介
直前会長が次期役員選考の長だとい
うことで 今日の結果にほっとしており
ます。人選で 会長はすごく早く決ま
ったのです。うれしいことに。だから
あとは楽勝やと思ってたのですがあっ
ちこっちで断られ、頼まれたら受けろよ
〜と思うんですがいろいろご事情もあるみたいで無理も
いえませんし、来期私は周年事業に専心しようと思って
いたのですが、仕方なく名前を収めた 書記でございま
す。よろしく。
会計 増石広之 来月で私 大台に乗ります。楽隠居で
きるなぁと それにチャーターメンバー
ですので 30 周年でＦＡが確保できる
しと思ってたのですが 人使いの荒い
河内につかまって また会計です。よ
ろしくお願いします。
会計 佐古至弘 ３年目の会計を受けました。これが最
後だと思っています。 甘く受けすぎ
ました。３０周年を迎えるにあたり実
行委員長並びに会長は失態の無い
様にしっかりやっていただきたいと思
います。そのためには財政が第１な
のです。今期私は徹底的にお金集
めを行います。会費を納めない会員はもっての外だと思
います。ご協力お願いします。

阪和部評議会報告
２００５年２月５日(土)に第３回阪和部評議会が南 YMCA
で開催されました。
部長報告の後、各クラブ会長の報告があり、事業主査
報告と進み、色々な件案が審議報告されました。
次期の阪和部役員及び主査が次の通り決定し承認され
ました。次期のご奉仕に感謝します。
部
長
次期部長
直前部長
書
記
会
計
監
事

恵美奈博光
田中惟介
永井康雅
小 池 晃
藤村三郎
杉 浦 英

Y
サ
地域奉仕
E M C
フ ァ ン ド
交
流
広
報
ウエルネス
部 サービス
メ ネ ッ ト
事務局長

大阪サウス
大阪河内
和歌山紀の川
大阪サウス
大阪サウス
奈良

西山瑞彦 大阪長野
芳澤伸之 大阪河内
遠藤通寛 大阪泉北
三木 求 和歌山
坂本 智 和歌山紀の川
辻野啓一 奈良
角野幸一 サザンスカイ
北山弘信 大阪堺
恵美奈富紀子 大阪サウス
朴 正浩 大阪サウス

出席者
初田・横田・望月・正野・佐古・増石・田中・芳澤

大阪河内ワイズメンズクラブ
第３０期 第９回役員会

２００５年 ３月報
東西交流会報告(東山荘)

２００５年２月２４日（木） 東ＹＭＣＡ
興味と意識と熱意を持って
日本区強調月間 EＦ.JWF

為せば成る！

出席者 初田・岩坂・増石・宮本・佐古・田中・笹川・
芳澤・横田・正野

３月例会 通常例会
３月１７日（木）・サンホーム
担当：A グループ
新本・岩坂・増石・石田・芳澤・大谷・

ゲストスピーカー
岩本智之(いわもと さとし)氏。 気象研究者
異常気象はなぜ?

例会役割分担
司
会 岩坂正雄君
聖句朗読 新本英二君
食事手配 芳澤伸之君
食膳感謝 新本英二君
ニコニコ 大谷美佐子君・芳澤伸之君

次月ブリテン原稿
こーひーぶれいく
丸尾欽造君
役員会報告
初田 稔君
例会報告
増石広之君
Ｙニュース
宮本修司君
サンホームニュース 嶌岡正明君
メネットコラム(私の独り言) 新本力子さん
にこにこテープ起し 芳澤伸之君

審議事項・連絡事項
★ ３月例会プログラム検討・
３月ゲストスピーカー確認
阪和部部長第２回公式訪問
★ ３月２０日(日)〜２１日(祝)

六甲 YMCA

西日本区次期会長・主査研修会
参加者の確認
次期会長 横田憲子・次期部主査 芳澤伸之

★ 東 YMCA 卒業リーダー記念品贈呈
今年は５名のリーダーが卒業

★ 嶌岡正明君奈良 YMCA に移動 検討
東 YMCA スタツフ 浅井君の枚方への移動について
浅井君については記念品を贈る

★ ３０周年記念会について
拡大準備委員会の設置・その他
３月４日の第２例会で新旧役員を含めて検討。
★ 第９回 らくらく登山の取り組み
芳澤伸之君をチーフに計画を立てて活動
３月４日の第２例会で確認・検討

★ DBC クラブについて
★

★

クラブ内での意見を集約して検討。
４月２日(土)〜３日(日) 一泊研修会について
かつらぎ ５０００円予算
３月例会で再度出席確認をする。
４月２３日(土)次期主査引継ぎ 南 YMCA

みんな集まれ！ ワイズはひとつ！
あたらしい友達を見つけよう
初田 記

日本のワイズが東と西に分かれてから始めての企画
としての「東西日本区交流会」が２月１９〜２０日に東山
荘で開かれました。私達は１８日から出発し、鎌倉で一
泊して雪の箱根越えで東山荘に向かいました。
１９日は生憎 前夜から雪が積もりましたが、東日本区
２４９名 西日本区１５６名 の参加登録者がありました。
交流会は、藤井東日本区理事の点鐘で開会。ワイズソ
ング斉唱。東西区理事の挨拶 etc。
雪が積もって屋外での行事は全て中止となり残念で
したが、交流プログラム・分科会はどの部屋も椅子が足
りなくなる盛況でした。体育館での夕食懇親会も、４４０
名の参加で超満員。
ワイズ頭光クラブも初会合を開催。２０名弱のピカピカ
のワイズが参集してクラブを明るくするために光をと決意
されたようです。残念ながら私は権利が無くて?欠席しま
した。 (権利のある方は参加者の半数位と思われましたが) その代
わり自室で望月夫妻と夜遅くまでミーティングをしました。
４名とも風邪の症状があり自粛しました。
聖日礼拝は、御殿場純福音キリスト教会の中見透牧
師から「決断」の奨励。望月君出席し非常に感銘を受け
ていましたから、きっと性格が変わっていると思います。
雨天・雪空の寒い中で会場周りや駐車場の整理など
をしてくださった御殿場クラブの皆さん感謝いたします。
その他全てのプログラムにお手伝いを頂きました皆さん
に心から感謝をいたします。有難うございました。
会は続いておりましたが、時間の関係で少し早くに東
山荘を出発して帰路につきました。楽しい２日間とプラ
ス１日でありました。

−５−
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特養お花見
３月２７日（日）予定
特養の入所者を対象に春の「お花見」を計画しています。毎年、桜の開花の状況で毎年３月
末であったり４月最初であったりしています。今年は今のところ３月末に予定しています。外出し
ますのでボランティアのみなさまにお手伝いしていただけたらと考えています。
ご協力よろしくお願いいたします。
イキイキ健康生活セミナー
参加費無料です。ぜひ参加してください。
第１０回

3 月１１日（金）
14:00〜15:30

第１１回

3 月 25 日（金）

財産と権利を守る!! 〜成年後見制度を知ろう〜
東大阪市健康福祉部
転倒予防の考え方と実技
ＹＭＣＡサンホーム

坂之上範子

当初 10 回の予定でしたが 11 回目を計画いたしました。ご参加をお待ちしています。

東ＹＭＣＡクリスマス献金プログラム
今年度のクリスマス献金プログラムは「レインボークラブ」全４回と「ふれあいサロン」（３月６日）は無事終了することが
できました。多くの方々のご協力を感謝いたします。２００５年度も引き続きご協力よろしくお願いいたします。

「レインボークラブ」とは?
レインボークラブは、大阪ＹＭＣＡクリスマス献金の使途プログラムとして２００３年度から始まりました。
東大阪在住の障害を持つ方への、デイキャンププログラムを提供しています。ボランティアによってこのプログラ
ムは成立しています。今後も多くのボランティアを募集いたします。

これがＹＭＣＡのキャンプなんだなあ
春を前にして寒い日が続きますが、サッカー
クラスを初め多くのプログラムで元気な子ども達
と毎日楽しく活動しています。２月１９・２０日に
はサッカークラスの子ども達と淡路島へサッカーキャンプに行ってきました。気温が低く、雨が降った
りのコンディションが悪い中でしたが、勝ったときにはみんなで喜び、負けたときにはくやし涙を流す
といった姿が見られました。試合の中で、多くのドラマも見せてくれました。また、ご飯の時やお風呂の時にはグランド
とは違う一面が見られました。お友だち同士で楽しく過ごす姿がとても印象的でした。これがＹＭＣＡのキャンプなんだ
なあと実感しつつ、次なる春のキャンプに向けて、キャンプならではの子ども達の新たな一面の発見が出来ますように、
今後も関わっていきたいと思います。まだまだ寒い日が続きますが、ワイズの皆様も子ども達の笑顔を観に、是非グラ
ンドまたはクラスに来ていただけたらと思います。
東ＹＭＣＡ ウエルネス
森 秀範

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!!
ゲストスピーカープロフィール
岩本

智之(いわもと

さとし)先生

大気環境専攻
NGO／CASA・代表理事
日本科学者会議大阪支部・事務局長など ２００４年３月まで京都大学原子炉実験所(大阪府熊取町)勤務
大気環境・気象の専門家です。豊富なデータをもとに、人間が地球環境にどういう影響を与えているか、その
地球環境が今後どうなっていくのか。我々はどう対処すべきか。

‑６‑
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「私の独り言」

箕浦泰之

伊藤さん宅の巨木「金木犀の事」
佐古利子
そうそう、伊藤さんがメネット会長だった時、ご自宅で
メネット会のために「座布団作り」を催して下さって、綿入
れから「とじ」まで全くの未経験者だった私達はプロの指
導を頂きながらようやく完成・・・・・
座布団作りの大奮闘のために、金木犀の若木は申し
訳ないけど目に入らず、気付かずごめんなさい。出来上
がった作品は、抽選で仲良く分け合い頂きました。
六枚の座布団は、２７年から２８年位も経ったとは見え
ない位にきれいで居てくれて、座りごこちも上々です。
有り難うございました。感謝です。

いらっしゃいませ！！
ようこそ、箕浦泰之様
ごゆっくり御くつろぎを。

箕浦 泰之

健康が一番!
私も今年で５７歳になりました。まだ河内クラブでは若
手の一人です?。病院に行くのが嫌いで、風邪を引いて
も熱い風呂、サウナに入って治して来ました。(チョット１
杯も) しかし、よる年並みには勝てず久し振りに健康診
断に行ってきました。生まれて初めて胃カメラと大腸ガ
ン検診を受けましたが、今のところは全く異常が認めら
れないとのことで一安心しました。
親から貰った一番の財産が丈夫な体を貰った事です。
感謝、感謝です。
また、今夜のビールもうまく飲めるのが幸せだなぁ〜。
皆様も健康にはくれぐれも気をつけて下さい。

サンホームレインボークラブ
一杯のコーヒーから

２月６日(日)に第４回のレインボークラブがサンホーム
の２階で開催されました。７家族１４名の参加とスタッフ、
ボランティアを含めて３０数名が楽しい一日を過ごしまし
た。リーダー達の指導で歌やゲームそしてクラフトの作
成で参加者の目が輝き大きな笑い声がしていたのが大
変印象的でした。参加して一緒に過ごすだけで心が和
みます。皆さんも是非一度参加してください。
参加者 横田・笹川・芳澤・初田・初田メネット

ウオークキング in 中之島
増石広之 記

２月１９日みなとＹＭＣ
Ａ地域活動委員会主催
のウオーキング in 中之
島へ行って来ました。
集合場所の弁天町に
幟２本、３０人余りの参加
者が参集。１０時３０分に出発、地下鉄にて谷町４丁目
へ行き、そこから歩き始めた。その頃から雨が降り始め
たので、傘をさしてのウオーキングとなった。難波宮−
大阪城−川崎橋−中之島−田蓑橋と楽しみました。大
阪市内も歴史の重みのある所が多いなと思いました。当
日のガイドは元東 Y に居た武田君で、大変分かりやす
い説明をしてもらって良かったです。彼の成長の一端に
出会うことが出来て嬉しかったです。みなと、ベクセルの
皆様有り難う御座いました。

呉竹 義貞
私は平凡な公務員。三人の子供達も巣立って行き、
人並みに定年を迎えて妻と二人だけの生活に戻って災
い無く感謝の日々を送っています。
妻には母親の八年に亘る在宅看護で、随分と辛い思
いをさせ感謝と済まぬ思いで一杯です。現在は以前より
ディサービス等でお世話になっていた YMCA サンホー
ムに入れて頂き三年が過ぎました。去年から要介護度も
三から二へと回復し幸せ者と喜んでいます。
此のホームの一階にハーモニーと言う雰囲気の良い
喫茶店があり、土曜日の午後には必ず母親を連れて訪
ねて行きます。86 歳の高齢の母には他に余り楽しみが
無いので、週に一回のこの訪問が何よりの喜びとなって
いるようです。訪ねた折の何とも言えぬ嬉しそうな表情と
一杯のコーヒーからこぼれる笑顔、美味しい々と言って
くれる笑顔に昔の母の笑顔がダブります。
敗戦間もない食べ物の乏しい時代に、女手一つで三
人の子供を育て、美味しいと喜ぶ子供達の笑顔を見守
っていた母の満足そうな顔。人生も後半に入ると若い時
には気付かなかった物事が見えてくるものです。丁度母
と私が入れ替わった様で、苦労した母にはうんと長生き
をして欲しいと思う願が一筋の嬉しい泪となって願を伝
えます。あゝこのひとときが何時までも続きますようにと神
仏に願って止みません。背中を丸くして座っている母。
この花もあの花もキレイやなと言う母にその歳を感じま
す。天に召されるまでこの癒しのひとときを後何度味わ
えるのか、一期一会の言葉を思い起こします。店先には
この一句が掛けてあって目を引きます
お店はボランティアの人達で成り立っています。また、
この精神と心が私に足を運ばせます。土曜日の日課と
なっているささやかなひととき、コーヒータイム の為に。
−７−
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HAPPY BIRTH DAY
藤井 敬子 １９５１年３月 ２日生
山口
穣 １９４２年３月 ６日生
箕浦 陽子 １９ＸＸ年３月 ７日生
佐古 至弘 １９３２年３月１６日生
岩坂 正雄 １９３２年３月２９日生
増石 広之 １９３５年３月３１日生

March ２００５

WEDDING ANNIVERSARY
田中惟介＆加代子夫妻

３月３０日

日本区通年強調目標 Public Relations
あなた自身がワイズメンであることに誇りを持ち、ワイズ活動で得た喜びをあなたの言葉で友人・知
人に広報してください。
野田泰伸 広報事業主任（京都ウエスト）

西日本区強調月間

EF・JWF

祝事、周年記念等、基金の拠出にご協力を!。
酒井隆三郎

アイ・ラヴ・ピース
少女に笑顔を。大地に緑を。風に愛を。
チャリティ映画上映会
と き：３月５日（土）
ところ：大阪ＹＭＣＡ会館 ２階ホール

メネット会のご案内
と き：３月１３日（日）
ところ：法善寺横丁 伊勢海老料理 えび家
大阪市中央区難波１−１−１６
TEL ０６−６２１１−０８７３

車椅子で 登山を し よう

参加者募集!!
実施日 ４月２４日(日)
場 所 生駒山
らくらく登山道
締 切 日 ４ 月 １ ６ 日( 土 )
お問合せ・申込先 東ＹＭＣＡ
電 話 ０ ６ - ６ ７ ８ ７ -３ ２ ３ ２

ボ ラ ン テ ィ ア も募集し ます。

ファンド事業主任（京都エイブル）

３月−４月の予定
３月
３月 ４日（金）第２例会 サンホーム
３月 ５日（土）チャリティ映画上映会
大阪ＹＭＣＡ ２階ホール
３月１３日（日）河内メネット会 昼食会
えび家 １２:００〜
３月１７日（木）例会 サンホーム
阪和部長第２回公式訪問
３月２０日（日）〜２１日（祝）
西日本区次期会長・主査研修会
六甲ＹＭＣＡ
３月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

４月
４月 １日（金）第２例会 サンホーム
４月 ２日（土）〜3 日(日)1 泊研修会
かつらぎ 奈良県北葛城郡新庄町寺口
４月２１（木）例会 サンホーム
４月２３日(土)次期主査引継ぎ 南 YMCA
４月２４日（日）らくらく登山
地域の皆さんと共に
４月２８日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
４月２９日（祝）テニス大会 身障者と共に
シーサイドテニスガーデン舞洲

Wind

From

Kawachi

✿人皆待つ弥生三月✿
今月のブリテンも満載です。メネットコーナー、
CoffeeBreak の文章にほっこり、ニンマリ、胸が
キュン。また YMCA ニュースにはキッズや若者
達に応援を送りたくなる。そんな いのちの鼓動
の息づきを伝えることが出来れば。寄稿くださる
方々に心からの感謝こめて。さぁ、春の女神に祈
望をお願いしましょう〜
（笹）
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