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２００７〜２００８年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「クラブはひとつのオーケストラ」
丸尾欽造
阪 和 部 主 題「共に楽しく歩もうワイズライフ」
遠藤通寛（大阪泉北クラブ）
西日本区主題「Let’s move forward with conviction! 」「確信を持って前進しよう!」 神谷尚孝（和歌山クラブ）
ア ジ ア 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕
藤井寛敏(東京江東クラブ)
「Let’s join under the Y’s Men’s Flag」
ワイズメンの旗の下に
国 際 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕
Lasse Bergstedt(デンマーク)
「Let’s Show-Let’s Grow」

【今月の聖句】

示そうワイズ! 伸ばそうワイズ!

コリントの信徒への第二の手紙 9 章 6〜7 節

少ししか蒔かない者は少ししか刈り取らず、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ることになる。各自は惜しむ心からではなく、
また強いられてでもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで施す人を愛してくださるのである。
〜 奉仕のわざは、自発的な愛の発露です。 〜

11 月例会プログラム

友情と友誼。
伊藤圭介

奈良 伝名誉理事がスピーチされ今も印象に
残っているのをご披露します。
「友情とは幼馴染
としての付き合いを大人になっても子供の時代
と同じような内容でいい。一方、友誼は大人に
なってからのお付き合いだから、そこには礼儀
とマナーが求められる。ワイズでの親交が深ま
るとつい友情と勘違いして、ルールを無視した
り礼儀を失すると、相互に感情に溝が生じます。
ワイズは一見堅固な組織に見えますが、硝子細工のようにもろい面
もあります。少しの感情のもつれで、組織にひびが入り簡単に形が
崩れます。つまり大人としての常識と秩序を忘れないで親交を深め
ワイズ発展に貢献して頂ければ幸いです。見識豊かな集いのワイズ
のサイレントマジョリティ（声なき声）にいつも見つめられている
のを意識しなければ、いつの間にか周りから疎外されているかも知
れません。ワイズは案外このように厳しい面と楽しい面とが同居し
ています。」
会
員
数
（広義＆メネット会員）
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ゲスト＆ビジター
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％に訂正いたします。
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10 月度ＢＦポイント
現金
24,000 円
累計
24,000 円
切手
0pt
累計
24,000pt

11 月１５日(木)
司会
開会点鐘
ワイズソング
聖句朗読
ゲスト＆ビジター紹介
会長の時間
インフォメーション
食前感謝
食事・歓談

サンホーム
岩坂正雄君
丸尾 会長
一
同
初田 稔君
司 会 者
丸尾 会長
各 担 当
新本英二君
一
同

ゲストスピーチ
Dr Olga Azaryan
ロシアのワイズメンの活動
内容と状況について
誕生・結婚祝
にこにこアワー
ＹＭＣＡの歌
閉会挨拶・点鐘

書き損じハガキ
10 月分
0円
累
計
0円

丸尾 会長
中野君&丸尾初子君
一
同
山内副会長

にこにこファンド
１０月分
20,415 円
累
計
68,756 円

大阪河内ワイズメンズクラブ
１０月例会報告
２００7 年 10 月 18 日（木）18:30〜20:00
出席者(敬称略)
メ ン 佐古・藤井・丸尾・望月・山内・横田・芳澤・田中
濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北・岩坂・初田

メネット 伊藤・望月・新本・丸尾・初田
ゲスト＆ビジター
松岡虔一（サウス）
・今井利子(なかのしま・桝村博子(長野)
吉田絵里・主城（サンホーム）
・西野満子(田中友人)・
伊藤みどり（ゲストスピーカー）・
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--サンホーム ６階 −
記録

尾北

昇

国際結婚が 17 組に 1 組であるという現状のなか
で私たちは隣人を良く知り理解することから気配り
へとつなげ、地域のネットワーク作りに生かしてい
くことが家庭の絆を強くすることではないでしょう
か。

以上 28 名

１８：３０ 丸尾会長の開会点鐘で
例会がスタートし、宮本桂子メンの司
会により和やかに会が進行しました。
インフォメーションでは、ジャガイ
モ搬入（10／20）と販売の件、合同メネット会（11
／11）、チャリティラン（11／23）、和歌山Ｙ30
周年祝会（11／24）の案内と次月例会ゲストのオ
ルガ女史の来日スケジュールと案内同行などの協力
要請がありました。

会は誕生・結婚のお祝、にこにこアワー、ＹＭＣ
Ａの歌と続き、山内副会長の点鐘によりにこやかに
閉会しました。

ビジーターの桝村・今井・松岡の皆さん
ゲストスピーカーの伊藤みどりさん

例会風景

スピーチをされる伊藤みどりさん

ゲストスピー
カー伊藤みどり
（梁碧玉）さんの
お話は、「ボラン
ティア活動を通
して観る現代社
会の問題点」とい
うテーマでした。
文化の違いの中
で生活し子育て
をしている多く
の外国人妻の生活課題や問題点をご自身の経験も踏
まえて指摘しつつ、日本の家庭が失いつつあるもの
への提言も同時に話されました。
例えば、私たちが子育てに付随して当り前と思っ
ている弁当づくりが、実は日本独特の文化であり、
外国人の妻にとっては大変な仕事なのだということ
を始めて知りました。中国には弁当もそれを意味す
る漢字もないとのことです。
−２−

田中君の友人西野満子さん

最年少のビジター

吉田主城君

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 １１月報
にこにこ語録(10 月例会)

敬称略
テープ起稿 芳澤伸之

山内信三 これからの世紀は中国人の時代とある本で読
みました。世界どこに行ってもチャイニィズタウン
があり、そのバイタリティは世界に広まっています。
西野満子（田中友人）今日は初めて皆様にお
会いすることが出来てありがとうござ
います。私の知らないお話しをお聞き
し、これからも色々な勉強が出来れば
と思っております。
田中惟介 紅葉の写真に惹かれまして長野
県の宝剣岳に登ってきました。とても綺麗で南アル
プスの向こうに富士山が見えました。あそこから富
士山が見えるのは強運の持ち主だそうです。運を使
い果たしたかもしれません。「終わりや〜！」
伊藤圭介 今日は良いお話しありがとうございました。
伊藤玲子 この間私の店にお腹の大きなベ
トナムの女性が来られ、ベビー布団
を求めておられたのでしょうが、全
然言葉が分かりませんでした。チョ
ッとでも手や表情で国際交流をした
いなぁと思います。
望月治子 びわこ部会に出席し瀬戸内寂聴さんのお話し
を聞く機会がありました。命の大切さをつくづく感
じました。
新本力子 大変日本語が上手で、ありがとうございまし
た。
初田真佐子 何年か前に奈良クラブの例会でお話しをお
聞きしました。今日も聞かせていただきありがとう
ございました。
丸尾初子 私も学童の仕事をしております。三つ子の魂
百まで。子供を育てることはどんなに大切か、母親
としてどんなに大切か、家庭はどんなに大切か、し
みじみと分かるような気がします。これからも色々
な面でご活躍下さい。
初田 稔 手違いでホームページにブリテンが載ってい
なかったこと始めにお詫びをしておきます。私は結
婚して４２年になりますが、日本人の妻でよかった
なぁとつくづく思います。（初田メネット）「私や
からやん！」（初田メン）「・・・」
芳澤伸之 お蔭様で両親のほうも大分元
気になり、おふくろも外出できるよ
うになりました。今度の日曜日・月
曜日に三人で福井へお墓参りに行
ってきます。
佐古至弘 私たちはもっともっと国際的なことを勉強し
ないといけないと思います。チャリティランの抽
選券完売しました。１４日のＹＹフェスティバル
に２６０名の参加がありました。ありがとうござ
いました。
大谷美佐子 私の家は四世代同居です。そ
の中で育っている子供たちは真っす
ぐに育ってくれるんじゃないかと期
待しております。
横田憲子 伊藤みどりさんのプログラム
の中で旧暦の正月と中秋の名月に参加させていた
だいてますが、日本のカレンダーに旧暦の正月が載
っていないのは大切な文化が無くなってきている
んだと思います。

吉田絵里（スタッフ）この子がまだお腹の
中にいるとき高雄（台湾）の高齢
福祉課に交流で行かせてもらった
ことがあります。
濱添吉生 私が始めて海外に行ったのが台湾でした。そ
の時のことを思い浮かべながら聞かせてもらいま
した。
新本英二 日本は中国から文字を習い、文字のお陰で教
育が成立してきました。江戸時代末期までは漢文を
そのまま教えるという教育をしてきました。一般庶
民は漢文を読めないのですが、上層部は漢文を一つ
の文字として取り扱ってきました。
望月 強 九州部会から始まり全部会を回ってきました。
六甲部会だけは初田さんにお願いしました。今度の
土曜日の瀬戸山陰部会が最後です。それぞれの部会
の違いが分かり大変勉強になります。
岩坂正雄 私の友人で台湾の同盟総主事をされたピータ
ーチャンさんが「素晴らしい紺碧の翡翠のような
女性を日本に送りますからしっかりと面倒を見て
下さい。」と言われてから３０年。碧玉の名の通り
今も美しいですが、その頃は目も覚めるような美
人で、ご活躍何よりです。
桝村博子（大阪長野クラブ）男女共同参画
などが表に出てきてから、チョッと
日本の女性も変わってきたように
思います。日本の素晴らしい文化も
ありますので私たちも努力をした
いと思います。
今井利子（なかのしまクラブ）台湾へはＹ
ＭＣＡのシニアキャンプや２１世紀
植樹などで何回か行きました。とっ
ても親しみやすいお国柄だと思って
います。
松岡虔一(大阪サウスクラブ)１１月・１２
月の例会書き込んでいます。楽し
みに出席させていただきます。
宮本桂子 １５年ぶりの再会ではないか
と思います。私の娘二人が小学校に
通っていた時にＰＴＡの役をしておりまして、その
時に素晴らしいことをされておられる女性がいら
っしゃるということで紹介されたのが伊藤みどり
さんでした。こんな奇遇な出会いがあるのを嬉しく
思っています。
丸尾欽造 ９月２５日の中秋の名月に伊藤みどりさんの
会の記録写真係でボランティアに行って参りまし
た。その時に三菱商事の田中・中国本部長から中
国語の本をいただきました。それから中国語の勉
強をしておりましたが１０日前からロシア語を勉
強しています。
伊藤みどり（ゲストスピーカー）今日はど
うもありがとうございました。
尾北 昇 弁当が日本の文化であるという
ことが勉強になりました。彩があっ
て綺麗だということが日本独特の文化。今日はじめ
て知りました。
藤井敬子 娘の会社で中国からの研修生が部下について
いますが、便利な電子手帳で通訳代わりに筆談と両
方で中国語の勉強をしています。発音が大変難しく、
筆談のほうが早いと言っています。

今月のにこにこは 20,415 円でした。

−３−
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第３３期

第 5 回役員会

２００７年 10 月２５日（木） 東ＹＭＣＡ
クラブはひとつのオーケストラ
日本区強調月間
Public Relations Wellness
出席者
丸尾・初田・芳澤・望月・岩坂・正野・新本・佐古
伊藤・横田・藤井・

11 月例会 11 月 15（木 サンホーム
担当：B グループ
新本・岩坂・大薮・正野・初田・中野・丸尾初子・
ゲストスピーカー
担当 伊藤圭介

Azaryan Olga
（Yekaterinbulg Club・Russia Region）
（露語通訳

塚本桂子さん）

11 月例会役割分担
司
会
岩坂正雄 君 聖句朗読 初田 稔
食事手配
正野忠之 君 食膳感謝 新本英二
ニコニコ 中野義彦 君・丸尾初子 君
受付 正野忠之 君

君
君

12 月号ブリテン原稿担当者
こーひーぶれいく
大谷美佐子
役員会報告
大谷美佐子
例会報告
新本英二
Ｙニュース
鈴木 えみ
サンホームニュース
尾北
昇
メネットコラム(私の独り言) 尾北松子
にこにこテープ起し
田中惟介
巻頭言
正野忠之

君
君
君
君
君
さん
君
君

審議事項・連絡事項
《審議事項》

１． ＢＦ代表

申請者の確認

10/25 現在申請者なし

9．アザリヤン・オルガ来日関係
歓迎夕食会出席者確認（２０名で設定）
伊藤圭介、伊藤玲子、岩坂正雄、大谷美佐子、田中
惟介、初田稔、丸尾欽造、丸尾初子、望月強、望月
治子、山内信三 、新本英二、横田憲子
出席案内予定者：
神谷尚孝区理事、金城清輝区会計、吉岡毅区交流
事業主任、林成子メネット主任、鉄谷明区ＴＣ、
遠藤通寛部長、遠藤典子メネット、高橋交流主査、
臼井征郎元理事、塚本桂子（ロシア語通訳）、北村
久美子区職員、清水汎、久保田貞視アジア地区Ｔ
Ｃ、牟大盛大阪クラブ会長、森本榮三直前理事、
東良學区事務局長、寺岡博也サウス会長
司会：岩坂正雄交流委員長（プログラム整備中）
②滞在日程の概要（別紙どおり）
オルガさんは河内のゲストと考え、接待予算 50000
円を承認
10．１２月例会の事前確認
（例会Ｃ班担当チーフ・横田憲子）
「パイン・ショップ・タウン」五重奏 予約済ギタ
ー２・ベース・ドラムス・キーボード・ヴォーカル
（大阪クラブ・豊島正利プロダクション）
11．その他
部の評議会出席者
丸尾・田中・正野・初田

桃の里幼稚園草刈
１１月３日(祝) 午前９時現地集合雨天中止

理事通信［ＶＯＬ．５］(抜粋)
11-2

藤井寛敏さん（東京江東クラブ・現アジア会長）が、
3 名の候補者の内の 1 名に決定しました。12 月のク
ラブ会長さんの投票で決まります。

11-3

２． 北見ワイズ物品購入希望者の確認
申込者なし 入用者は個人で申込
３． 阿南国際海洋センターへの支援方法をどのよ

うにするか
評議会で確認のうえ、クラブで対応出来る範囲で対処
する。

４． ＣＳ資金

ファイル５００枚

期末に確認して主任へ報告

５． ジャガイモの報告
多少の在庫あり。積極的な販売を望む
サンホーム生活創造室への贈呈承認
（じゃがいも・カボチャ各２箱）
6．チャリテイラン
担当：警備設営
２チーム参加。参加者全員の弁当を支給
参加者の確認は、１１月例会で。
7．１０月「なごみ」参加者の確認（10/27（土）
伊藤玲子、初田真佐子、望月治子、丸尾初子
大谷、佐古、初田、藤井、横田、丸尾
8．阪和部合同メネット会出席者確認
田中加代子、初田真佐子、丸尾初子、望月治子、
伊藤、大谷、田中、初田、丸尾、宮本（２名）、望月、
横田、 アザリヤン・オルガ、塚本桂子さん

−４−

2008〜9 年度における次期国際会長候補
者

2007〜2008 年度第２回役員会が
11 月 17 日(土)〜18 日(日)開催されます。

西日本区の全ての部会がと滞りなく終わりました、
この時点で、各部長、各主任、各 委員長の活動報告
と今後の予定等が発表され、幾つかの議案書の審議が
進められます。
年に４回行われる役員会の中で特にこの第２回役員
会は重要です。足元の財政健全化問題やＥＭＣ事業主
任・2000 推進チームを中心とした会員増強、国際大
会に向けての討議等々広い視野で真剣に議論し西日本
区の明日を見つめていきたいと思います。
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国際投票権規定除外請求申請書提出を急い
で下さい。

10 月 12 日付けで上記申請書（英文）に英文サイン
をして頂いた上で 10 月 26 日までに理事事務局長宛
てご返送をお願いしておりましたが未だのクラブがご
ざいますので急いで頂きたくお願い致します。国際半
年報で 2006 年 10 月 1 日、
2007 年 4 月 1 日、2007
年 10 月 1 日の３半期で 15 名未満になったことがあ
り、5 名以上のクラブが対象です。特に今年は 12 月
には国際会長の選挙もありますので活動されているク
ラブは是非申請して頂きたくお願い致します。

大阪河内ワイズメンズクラブ

阪和部会の報告
報告

横田憲子

２００７年 １１月報

ずさんではい
かがでしょう
か。これらの
演奏はバイオ
リンを岩本章
メン・ウクレ
レを恵美奈博
光メン・電子
ピアノを恵美
奈富紀子メネットそして、Y サ･ユース主任の大野勉
メンのギターが
長時間伴奏で盛
り立てていただ
きました。しか
も３０分延長で
したから、お疲
れになったこと
と心より感謝申
し上げます。
今期遠藤通寛
部長の"共に歩もうワイズライフ を実感し活動でき
たらと強く思いました。

遠藤通寛部
長の阪和部部
会が１０月７
日午後１時よ
り、南 YMCA
４階で約１７
０名のワイズ
メン･メネット
が集まり開催
された。九州部からは八代・熊本むさしクラブそし
て東のびわこ部からは長浜クラブが参加されました。
第１部は、猪瀬正雄メンの司会で進行され、今期は
澤 田 賢 司 EMC 主
任と EMC２０００
チームアピール の
松岡義隆委員長の
スピーチが強調さ
れた。入会されるワ
イズメンは多いの
ですが、退会される
方のほうが多くて後何十年かすれば限りなく
O
になる事、そのような予測数値をしめさ
れた。これは昨年の阪和部部長も危機感という言葉
で表しておられ
たのを覚えてい
る。そう、毎期重
要課題になりつ
つ、阪和部にもワ
イズの新入会員
がふえているよ
うで、
わがクラブ
１０月７日、とても意義深い一日を実感いたしま
にも若い会員青
した。河内メン、メネットの皆さん方の意気高き姿
野剛暁メンが入会されています。
勢を拝見させていただき、何とも言えぬ心のときめ
きを感じました。
また、河内クラブから、区や部に赴き、献身的な
ご奉仕に携わっておられる方々のご活躍されてい
るご様子を目の当たりにさせていただきました。ど
うか存分にお働きくださいますようにと祈念いた
します。
クラブとは何なのか、私たちは何をしょうとして
いるのか、何のために会員が必要なのか、いろんな
「答え」が、今日の部会で観ることができたのでは
ないでしようか。きちんと受け止めて参りたいと思
第２部は辻知行メンの司会で静かに食前感謝が
っています。
始まりましたが、 阪和部素人演芸会 は驚きと笑い
一部と二部の高低差は、プロデュースの妙とでも
で少々の難ものも拍手で消えるほど大阪の笑いとな
言うのでしようか、
一見吉本的プログラムを見事に
っていました。各クラブによる「あしたがあるさ」
インテリジェンスの中に取り込んだ技量は並々な
の替え歌はとても懐かしく他クラブへのフォローも
らぬものがあり、参加者にエネルギーを授けた効果
力強く結束感と和やかな気持ちで盛り上がって過ご
は絶大なものがあったと思います。
すことができました。ちなみに各クラブ会長の歌詞
一つの行事を通して、私たちは学び、また一歩前
作成の中で丸尾会長は、次のように作られました。
進することが出来ますよう願っています。大変お疲
「第３木曜に、いつも会う 河内クラブの例会に
れさまでした。
もう来るころ 元気なメン 美しいメネット 何か
会長 丸尾欽造
がある 何かがある 世界があるのさ」
。では１度口
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わいわいフェスタの報告
大谷美佐子

：不便のすすめ：
岩坂正雄
便利と不便、どちらが人間にとって価値が高いのだろう
と考えさせられる昨今だ。
クルマは便利で楽だ。でも資源を浪費し、大気を汚し、
地球温暖化で気象異常の一因となって、結局は人間を苦し
めている。
テレビは指先一つで、他人が作ってくれた色んな番組を
楽しませてくれる。でも、人間の成長にとって大切な創意
工夫や、努力する心は衰えていく。
コンピューターやケイタイは、情報処理と通信技術の革
命とも言うべき利器だ。でも、この利器を使った様々な犯
罪が人々を・・・・とりわけ青少年に大きな被害を与えて
いる。それだけではなん、血の通った人間関係や協調心が
育ちにくい悪効果を発揮している。
文明の利器というものは、人間の怠け心や利得心をそそ
のかす悪魔性を秘めている。かと言って今更クルマをやめ
よう、テレビを失くそう、１８歳未満のケイタイを禁止し
ようと言うわけにもゆくまい。要は「便利でありたい」
「ら
くをしたい」と言う欲望を抑え、文明の利器はあくまで「道
具」であって、その道具を使いこなし、コントロールでき
る力を養うことが先決である。
そのためには、
「不便であることは良いことだ」と言う
発想の転換が大切。苦しいことや、不便であることは、人
間力を高めるのに必要な鍛錬を与える恵みであるからだ。

２００７年１０月１４日（日）大阪樟蔭女子大学におい
て開催されました。
「うたごえでつなごう！地域と世代〜」で子供、大人合せ
て２１３名、ボランテア９３名の参加でした。
ゲストとして参加された「琴の会」の大正琴の情緒豊かで、
どこか懐かしい音色。「源氏ヶ丘子ども会」の元気いっぱ
いで、天使の歌声ともいわれるハンドベルの演奏はすばら
しく聞き入りました。沢山の曲を演奏された「アンサンブ
ル泉」の皆さんの生演奏もすばらしいものでした。
サンホームからも沢山の参加があり、懐かしい曲を元気に
歌っている姿は微笑ましく心豊かになりました。秋の歌、
戦後のうた、声がかれるほど皆で歌い会場がひとつになり
ました。
１時半から４時半までの長
い時間を、１人で司会し皆さん
を楽しませてくださった筒井
さんに大きな感謝をいたしま
す。

大勢の観客

阪和部主査会の報告
EMC 事業主査

正野忠之

１０月２７日、大阪南 YMCA で第 2 回の評議会が開催
されました。１３時からまずは主査会が開催され、和やか
雰囲気の中で各主査が活動を報告。評議会では、会長報告
に続いて主査が順次報告。詳しくは部報などで確認をお願
いしたいと思いますが、私自身はこの約４か月のＥＭＣ事
業主査としての活動を報告しました。阪和部で８名の新入
会があり、今は流れに乗っているという感じです。すべて
の入会式に出席し、今後もこれを全うすること、現在まで
で河内クラブを除き７クラブを１１回訪問しましたが、新
入会員のあるクラブは活気があること、クラブ訪問では
「退会者をなくそう」を主眼にアピールしていることなど
を報告しました。

源氏ケ丘小学校のハンドベルの皆さん

チビッ子も一緒に楽しみました
参加者
メン 丸尾、初田、横田、正野、芳澤、新本、佐古、藤井、
尾北、濱添、大谷、宮本、加藤（宮本君のサポート）
メネット 初田、伊藤、佐古、伊藤、丸尾
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阪和部・第２回評議会報告
会長
日時
会場

丸尾欽造

２００７年１０月２７日１５時〜１７時
大阪南ＹＭＣＡ

遠藤通寛部長のメツセージ
部会を無事終えたことへの感謝。会場設営等サウス
クラブのお働きが大きな支えになったこと、恵美奈
メン・メネット、岩本章さんの演奏とミキサーの白
井春夫のＢＧＭにより盛り上がりを得られたことへ
の感謝と報告がされた。
各クラブ会長報告（ダイジェスト）
田辺：設立６０年を迎えた。自然環境を守るクラブ
として、ウミガメ観賞会について報告。
（欠席）
和歌山：会員３名増加で１６名。プログラムの充実
と積極参加顕著。ペンギン折り鶴３０００羽、
長崎へ寄贈。力を合わせ切手整理はクラブの
伝統。
奈良：入会３名達成。ＣＳ・Ｙサで「ＡＥＤ」贈呈
と講習会の開催予定。１２月奈良大仏マラソ
ンへの奉仕、ワイズデーは国際協力街頭募金
を実施。
サウス：大阪ＹＭＣＡ１２５周年記念事業として
ライブラリー・コンサート・シリーズを１１
月から２月迄開催。各クラブのご支援をお願
いしたい。
堺： ７名の会員と１名の休眠会員。若手以外をも
増強のターゲットやむなし。マーシャル諸島
の環境支援のプログラムを実施予定。
河内：第７回ロビー展への作品応募のご案内。アザ
リヤン・オルガ女史を迎える１１月例会及び
１２月クリスマス例会へのご案内。Y s
Men s World に写真と記事が掲載されたト
ピックスのご紹介。新たに「ＹＭＣＡ桃の里
幼稚園」への奉仕開始。
長野：初代会長「百さん」のモットーは、みんなの
和、みんなで楽しいクラブに。最大４１名の
メンバーも今は１４名。ブリテンは刷新して
手作りに、乞うご期待。１１月例会は「離婚」
がテーマ。
泉北：直進流ディレクターの鞭が入り、会長そろそ
ろ快調になる時期。納涼例会では折り込み広
告で十二単の衣を作ったとか。合同メネット
会のお土産づくりに勤しむ昨今。長野の温泉
話しにまで話題が及ぶ天衣無法の部長クラブ
は元気じるし。
紀の川：キックオフ例会は５４名の例会を実現。
HIV/AIDS キャンペーンプログラムとして、
若者１００名を集めてＣＳ活動計画はＹＭＣ
Ａで開催予定。５人同時に入会式する夢を見
た。正夢か。
サザンスカイ：脱臭剤としての竹墨づくりに入魂、
量産の目途立つ。桜の木植樹に向けて準備も。
春は春祭り、秋は収穫祭で豚汁と竹墨づくり。
新年合同例会は、４クラブでホスト準備。

各主査報告（ダイジェスト）
Ｙサ・鉄谷明：大阪ＹＭＣＡ阿南国際海洋センター
４０周年記念募金は現在４０万円に。目標１０
０万円に向けてクラブで智恵を出してご協力を。
若者のための「ワンコイン募金」は会員数×５
００円を目安に。
地域・環境・東雅子：HIV/AIDS 理解の合同研修会
を終えた。部としてもキャンペーンを続け、和
歌山でも開催予定。地球温暖化のお話を希望の
場合は、専門家・山一小百合氏のご紹介が可能。
ＥＭＣ・正野忠之：和歌山、奈良地区で８名の入会。
大阪がんばろう。ドロップ発生の抑止強調。入
会式の感想「例会が明るくなる。
」クラブ現況の
報告はキチンとお願いしたい。
ファンド・吉村佐知子：各クラブを訪問したい。
ＢＦ代表の申請は１１月１日が期限。（欠席）
交流・高橋辰夫：親睦を深めることに重点を。ゴル
フ会のチャリティ７２,０００円をメネット会
に献金。親睦のための麻雀大会も計画。エンタ
ーテナー登録のためのアンケート調査要請。
広報・桝村博子：「広めようグツドニュース」プレ
スリリースに関する資料を各クラブに配布。
各クラブの広報に関する部分の一端を報告。
メネット・遠藤典子：奈良で開かれた区内メネット
主査研修会で意見交換。阪和部の活発さを認識。
８月、メネット会長会を開催、区大会のお土産
作りの講習。メネットアワーのある部会へも積
極参加。１１月、部合同メネット会に多くのご
参加を。
ウエルネス・藤井宏紀：ウエルネスウォークは来年
４月に予定変更。万歩計の活用を提唱。
部サービス・渡辺秀規：物品販売は新年合同例会も
実施。ワイズの意識づけに大いに活用を。
（欠席）
議案
第１号議案 （協議事項）
「次々期部長選出の輪番制の遵守と部書記・会計の
任命方法」については、
「書記・会計の選出について、
次々期部長の所属するクラブ以外から選ぶことがで
きる」ことを確認した。
第２号議案 （議案）
「次々期部長の選出について」については、
「立候補
者がなければ、輪番制に基づき、奈良クラブから輩
出する」ことを承認。
第３号議案 （議案）
「阪和部会収支報告書の承認と余剰金を部の収入と
する件」については、「原案どおり」承認。
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『耳を澄ませば・・・』

鈴木えみ
皆様、ご無沙汰しております。鈴木です。今も桃の里と東
を行ったり来たりの毎日ですが、この行ったり来たりにも半
年経ってようやく慣れてきました。
桃の里の事務所は幼稚園舎の隣の建物の 2 階にあります。2 階ですので往来の人たちの声が聞こえたり、
園庭にいる鶏の声が聞こえたり、時にはとうふ屋やさお竹屋の自転車のベルの音や声が聞こえたりと、下町
のなかにある事務所だということを実感します。その中でも一番私が好きな聞こえてくる音や声は、何だと
思いますか？
それは園児たちの声です。時には園庭で遊びはしゃいでいる声、歌の練習をしているときのかわいらしい
声、お帰りの時間になってバスに乗るときに先生たちに挨拶をしている元気な声、子ども達の声や子どもた
ちから発せられる音というのはなんとも心地がよく、癒されます。愛くるしく・守るべき・尊い命から発せ
られる声が、毎日のように聞こえる桃の里の事務所は、他のブランチにはない素敵な環境だなと思っていま
す。
10 月 14 日はわいわいフェスティバルでした。そこで源氏が丘子ども会のお友達のハンドベル演奏があ
りました。事前打合せで代表者の佐々木さんとお話をさせていただいた時に、次のように質問させていただ
きました。「子ども達の演奏するハンドベルの音って、心が洗われますよね！なぜですかねぇ〜」佐々木さん
からの答えはどんな答えだったと思いますか？「それは演奏している子ども達の心が澄んできれいだからで
す。」というお答えでした。大人の私たちが演奏しても同じ音はでないそうですよ！
このように子どもたちに日々接することができている今のウエルネスの現場がわたしはとても好きです。
そのことを常に感謝し、歩むことができたらと祈っています。

１、 イキイキ健康生活セミナー
11 月 5 日(月)
折り紙教室
11 月 19 日(月)
フラダンス教室

是非ご参加ください。

２、 ＹＭＣＡ秋プログラム
・ 11 月 11 日（日）デイサービス外出行事（京都宇治）
・ 11 月 6 日〜22 日 インフルエンザ予防接種（特養）
３、世界ＹＭＣＡ・YWCA 合同祈祷週間（11 月 11 日〜17 日）
世界の YMCA･ＹＷCA が合同で祈祷週間を持っています。大阪 YMCA では毎年大阪 YMCA、大阪
YWCA、在日韓国 YMCA の３YMCA・ＹＷＣＡが合同で集会を開催しております。今年は大阪 YWCA
で下記の日時に合同祈祷週会がもたれます。ご参加をお待ちしております。
テーマ：
「何よりも大切な子供たち」
日 時：２００７年１１月１５日（木）午後６時３０分〜８時３０分
場 所：大阪ＹＷＣＡ ３階ホール
大阪市北区上山町 11−12
（地下鉄中崎町駅より徒歩５分）

11 月ゲストスピーカー
プロフィール
Dr Olga Azaryan（オルガ・アザリヤン） （Yekaterinbulg Club・Russia Region）
ロシア エカテリンブルグ ワイズメンズクラブのメンバーです。
大阪河内クラブのホームページが縁で、彼女とはメールを今日まで１年半位に亘り交換しておりました。
今回招聘しましたところ来阪が実現しました。腫瘍外科のお医者さんで、４３歳です。
詳しくは例会でスピーチ頂くことになっています。

−８−

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

２００７年 １１月報

阪河内クラブの皆さんへ
イギリスからのブリテンです。
ワイズメンズワールドの編集者です。
連載
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「私の独り言」

「最近不自由なこと」
大薮暢子さん

今年になって右肩が五十肩になり、今まで何でも
ない事が出来なくなりました。一番つらくて痛いの
は寝返りが打てない事です。 イタタッ! と思わず
叫んで、夜中に１人驚いたりしています。以前に左
肩を患った時よりもひどくて老化を感じてしまいま
した。
これから老後を楽しむ歳になりましたのに。早く
治すためにも動かさなくてはと思いながらも、痛く
て動けずダラダラと日々を過ごしています。
何も力仕事もしていないのに、手を伸ばしたり、
風呂の床をこするのも一騒動です。勿論手を挙げる
のも全然駄目です。そんなこんなで只今は家事休業
中の看板を掲げておりますが、手芸や趣味はバッチ
リで痛くても大丈夫。
家族の「白い目」も気になりません。何かが起き
てはじめて当たり前でないのがどれほど不便な事か
実感します。今、出来る事を大切に、当然を感謝し
て、日々を過ごして行きたいと身に沁みております。

オルガ・アザリヤン（Olga Azaryan ）さん
伊藤圭介さんの招聘で来日実現！！
ロシア区・エカテリングバーク・クラブから
伊藤圭介君がメールで親交のあるロシアのワイズ
メン、オルガ・アザリヤンさんの訪日希望を受けて、
この度、彼女の日本への招聘が実現することになっ
た。彼女は、サンクトペテルブルグに在住する４３
歳の女医である。多分、西日本区にロシアからのワ
イズメンを迎えることは初めてのことではないだろ
うか。クラブでは、１１月７日関西空港への出迎え
から同月１６日の離日までの間、病院見学をはじめ、
古都探訪、日本文化への誘いなどさまざまな企画を
準備している。１１月１５日のクラブ例会では、ゲ
ストスピーカーとして、ロシアのワイズ活動やお国
柄のお話をしていただくことになっている。勿論ロ
シア語。通訳はどなたが務めるのか、ちょっとした
サプライズがありそうである。 （まるおきんぞう）

Hi Friends
Another month gone by and another busy
time.
We hope you enjoy reading about our club
activities. We enjoy reading the various club
bulletins we receive, they are passed around at
Dinner Night and the editor occasionally
pinches an idea or two. Please do send yours
if it is an email version.
A reminder that we add more activity pictures
to our web site at www.ysmen.co.uk
Yours in Y'sdom
Wally
wally@ysmen.co.uk
エジプトからの便りです。
Dear YsMen Friends,
Thank you so much for the positive
encouraging replies i have received for the
previous email regarding the child day 2007 ..
This week we had the back to school program
concluded and deliverd school stationeries and
paid the school fees for 112 children .
This week also we had our first meeting with
the YsYouth . we were able to discuss the aims
of this club and the chartering requirements.
Soon we will be able to declare our first
YsYouth club in Egypt with a bunch of
magnificient young people who shared in
several Ysmen activities before.
I expect a great new YsYouth club.
Summer is leaving Egypt and it s great
autumn weather now , the best time to visit
egypt.
wish to receive you in our country in near
future ..
with great regards,
Ysly,
Sherif Awad, Md, PhD
Minia Ysmen Club PP, ASD
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BIRTH

DAY

WEDDING

１９ＸＸ年１１月 ８日生
１９４０年１１月２２日生

佐古
初田
尾北
望月

November
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ANNIVERSARY

至弘＆利 子夫妻
稔＆真佐子夫妻
昇＆松 子夫妻
強＆治 子夫妻

１１月 ２日
１１月２３日
１１月２３日
１１月２７日

日本区通年強調目標 Public Relations
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピ
ールし、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。
守田富男 広報事業主任（八代クラブ）

西日本区強調月間

Public Relations

Wellness

新聞・テレビにクラブの活動を取り上げてもらいましょう。パンフレットやインターネットで活動を大い
にアピールしてください。
守田富男 広報事業主任（八代クラブ）

１０月−１ １月の予定
11 月
１１月 ２日(金) 第２例会 東 YMCA
１１月 11 日(日) 合同メネット会 南 YMCA
１１月１５日（木） 第１例会 サンホーム６階
１１月 17 日(土)〜１８日(日) 西日本区役員会
ホテル クライトン新大阪
１１月 20 日(火) チャリティーゴルフ大会
１１月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１１月２３日(祝) チャリティーラン 万博公園
１１月２４日(土) なごみ
１１月２６日(月)〜１２月８日(土 )ロビー展
１１月３０日(金) ブリテン発送 東 YMCA

1 ２月
１２月９日（日） 第１例会 サンホーム６階
クリスマス例会・ロビー展表彰式
１２月 13 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１２月 26 日(水) ブリテン発送

Wind

From

Kawachi

「秋の夜長 」大変凌ぎやすい良い季節になりました。人並みに夜長は読書の季節かと思っていましたが、本を読
む時間も無く、今日もブリテンや西日本区の役員会資料の製作に追われています。快晴の秋日和なのに風邪気味で私
(M.H)
の心は快晴とは言えない。今日の私は元気がありませんでした。 残念。

第 33 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:丸尾 欽造 副会長:山内 信三 書 記:初田 稔・大谷美佐子 会 計:藤井 敬子・芳澤
メネット会長:丸尾 初子 直前会長:望月 強 連絡主事:濱添 吉生

伸之

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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/
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