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２００８～２００９年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「楽しく充実したクラブライフを」
山内信三
阪 和 部 主 題「共にひとつの”わ”になって」 Let’s grow into a circle of harmony. 三木 求（和歌山クラブ）
西日本区主題「Enjoy Y’slife with Consideration!」
「思いやりを持ってワイズライフを」 佐藤典子（熊本ジェーンズ）
ア ジ ア 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
Rita.Hettiarachchi (スリランカ)
「Working together to serve better」
より良き奉仕のために共に働こう
国 際 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
V.S.Bashir(インド)
「Share with a smile」

わかち合いは微笑をもって

【今月の聖句】 ルカによる福音書 2 章 14 節 6 章 26 節 （選・解説 岩坂正雄）
｢いと高きところでは、神に栄光があるように、地の上では、み心にかなう人々に平和があるように｣
――神が人間の形をとってこの世に現れたクリスマス。それは、人間が罪を悔い改めて真に平和を実現することができる、
神からのメッセージです。――

書記と初田さん
正野忠之
阪和部の書記を担当して半期が過ぎようとして
います。何もわからず、どうしていいかもわからな
かったとき、私のそばには初田さんがいました。
「正
ちゃんのフォローしたるから安心しいや」・・・そ
の言葉に救われ、いざとなれば頼ればいいという思
いの中で担った役割。初田さんが部書記のときのデ
ータをいただき、三木部長の元、スタートしました。
私は「素晴らしきナンバー２」という言葉が好きです。ホンダの
本田宗一郎氏やＳＯＮＹの盛田昭夫氏など、一時代を担ったトップ
の陰には、その人を支えた立派な方たちがいます。決して表には出
ないけれど、ナンバー２として功績を残された人物に憧れます。初
田さんはまさにそういう方であったのではないかと思います。華や
かな場や役割を好まず、その陰で完璧なまでに中心になる人物を支
えてこられた初田稔ワイズ。私はその背中を見て、いつも「素晴ら
しきナンバー２」を描いてきました。
初田さんならどうするだろう・・・書記として行動するとき、私
の中で問いかける言葉です。書記のベテランにかなうはずもありま
せんが、そう問いかけると楽になる自分がいます。今思えば、部報
の 1 号を初田さんからいただいたデータを使い完成できたことが、
唯一の恩返しだったのかも知れません。
これからも私に語りか
けてくださいね。
この思いを天国の初田さんに送ります。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
１１月例会報告

--サンホーム ６階 －
２００８年 11 月２０日（木）18:30～20:30
記録 横田 憲子

出席者(敬称略)
メ

ン 伊藤・尾北・加藤・佐古・新本・田中・中野
藤井・丸尾・宮本・望月・山内・横田・芳澤
正野
メネット伊藤・丸尾・望月・新本
ゲスト＆ビジター
細見俊雄（神戸ポート）ゲストスピーカー
榎本美保子・金城清輝・前原久義・真弓弘毅
（紀の川）
今井利子（なかのしま）
・松岡虔一（サウス）
月川智宏（サンホーム）
以上 ２7 名

司会者望月メンの先導により、まず初田メン昇天後
初めての例会を迎え哀悼の意を表すため１分間の黙
とうを奉げる。
まず山内会長の開会点鐘で１１月例会が始まりま
した。今日は紀ノ川クラブより２００９年度新年合
同例会のアピールのため４名の特使がお見えになる。
１月１７日（土）場所は南 YMCA です。各事業委
員からの連絡そして誕生と結婚月のお祝いをするが、
故初田メンの誕生と真佐子メネットとの結婚記念が
１１月だったのです。
本日の会場正面には
スピーチの神戸ポート
細見俊雄メンの歓迎と
お名前、そして「家庭
と職場での省エネ大作
戦」の題目が大きく提
示されている。ところ
が、張る前から「この
濃さでは字が見えな
い」とか「張っても同
じ」という声があった。
だがこれにはチャンと
製作者の意図があった
のでした。実はインク
をできるだけ使用しな
いで環境に配慮した文
字でという気持ちが含
まれているのをニコニ
コタイムで話された。
それはいつもあっと言
わせる Y さんでした。
さて４０年前にレイチェル・カーソンさんが火付
け役となったのが環境問題。さらに増え続けるエネ
ルギー消費の資料が入力されたパソコンデーターか
らの説明であった。細見さんが強調されるのは、自
分のできる範囲で楽しく続けられる省エネ活動をす
ること。家庭にあっても、職場でも皆さんの合意と
納得が必要で、それを続けられることに意味がある
と話された。私たちが日ごろ便利だとしてＯＮし
たままの電気ポットの消費電力が冷蔵庫の使用と同
じであるという。必要な時に沸かすとか保温ジャー
使用に変更したほうが省エネになること。この部屋
－２－

２００８年 １２月報

の設定温度は何度ですかで始まり、途中問題を出さ
れ当っていればシールの温度計をいただく楽しさも
あって、制約された時間はあっという間に過ぎた。
本日のパソコンの資料を河内クラブにくださり、興
味のある方はどうぞご利用くださいとのありがたい
お話をいただいた。
この後のニコニコアワーは環境問題の一人一人の
思いも、メンとメネットととの掛け合いも大変面白
く聞かれ、細見メンのお話からきっと河内クラブの
家庭では楽しい省エネ活動が始まることでしょう。
ありがとうございました。

にこにこ語録（11 月例会)

敬称略
テープ起稿 芳澤 伸之

伊藤 京都議定書は日本の正義だと思いますが、今
日お話しを聞かせていただいてこれからも勉強を
していきたいと思います。
伊藤メネット 今日は難しいお話しでしたが、今度
は私たちにも分かりやすいお話しをお願いします。
望月メネット 私の家も古い電化製品が沢山ありま
すので、これを機会に新しいものに買い換えたい
と思います。
丸尾メネット 身近なこと
で分かり易かったです。
この間から主人ともめて
たんですが、電気ポット
をやめたら年間 8,000
円の省エネになるんです
が、ガスにすると消し忘
れがあるので、また電気
ポットを使っています。主人もドライブが好きで
良く下り坂でエンジンブレーキを使ってやかまし
いなぁと思っていましたが、省エネに貢献してい
たんですネ。
新本メネット ありがとうございました。
藤井 毎朝娘と喧嘩をしておりまして、電気はつけ
っぱなし！シャワーはつけっぱなし！その後を追
いかけて全部消して回っています。
横田 今日から寒くなりましたが主人はやたらと
暖房をつけまくっています。私は家に帰ってから
限界エネルギーを使わないといけないと思いまし
た。
尾北 先に帰りました月川、彼はサンホームのスタ
ッフで省エネ担当者です。職員に電気代などを数字
で示すことにより、職員・スタッフも意識をもって
省エネで電気代を減らすことができました。
田中 ブリテンの件ですが、まだ仮免許の状態です。
地球温暖化と云うからだめなんだと倉本總が言っ
てました。温暖化とは快適な太平洋側の温暖な気
候を連想させる。。高温
化と呼ぶべきだという
のです。
中野 太陽光発電に興味を
もっています。オール電化
に基本料はいりませんが、
設備費がかかりますネ。

大阪河内ワイズメンズクラブ
丸尾 省エネ一句
「明日からは～熱かんだめよと ヒヤになり～」
佐古 私も後期高齢者になり階段などにもパイロ
ットランプをつけておかないといけないと思い
ます。またどんなことで省エネをしたら良いかを
考えていきたいと思います。
正野 寒くなってきて、省エネに暖房便座は良くな
いと思うんですが私は独りで住んでいますので、
自分のお尻と相談してつけないでおこうかと思
っています。
新本 六甲山でお聴きした時よりもお話しに格段
のご進歩があり、流暢で本当にありがとうござい
ました。
今井（なかのしま） 私も何年か前に河内長野で環境
家計簿をつける運動が始まって、大阪府の家計簿
をつけていました。一年目はかなり効果がでまし
たが、二年目からは油断すると上がっています。
ここで何か省エネできるものを考えて行きたい
と思います。
松岡（サウス） 私の住んでいる奈良県橿原市でも
色々な講座があります。考古学・美術・体操教室
の講座などがありますが、今日は僅か４０分で修
了書をいただき、これが本当の省エネです。
真弓（紀の川） 最近ガソリンの高騰で車に乗らない
ように努力しているんですが、こういう状況がい
つまで続くんだろうと思います。地下資源がどこ
まであるのかも気になっています。車もやたらと
乗らないようにします。
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ちの家内もドアを開けているのに気にしていな
い。私一人悶々としていましたが、我が家の省エ
ネ→うまいこといきません！
宮本 主人とトイレの蓋ぐらいは閉めるようにと
言い出したんですが、実行しているのは主人だけ
です。
細見 省エネは嫌な思いをしてもダメです。自分を
責めないで、楽しく、おおらかに、長く続けてい
くようにして下さい。
加藤 今日は良いお話しありがとうございました。
芳澤 横断幕の「家庭と職場での省エネ大作戦」は
ゆっくりモードで印刷し、細見先生の名前を普通
モードで印刷し、その後はハイスピードで印刷し
て、省エネしてきました。

にこにこ合計は￥23,800－でした。
第３4 期 第 6 回役員会報告

“楽しく充実したクラブライフを”
日本区強調月間 ＥＭＣ－Ｍ
２００８年 11 月 27 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者
山内・丸尾・田中・宮本・浜添・加藤
芳澤・望月・佐古・伊藤・尾北・大谷
12 月例会 12 月 14 日（日） サンホーム
担当：事業委員会・Ｃグループ ・メネット
ゲスト ラ ビアン ローズ

例会役割分担
司

榎本（紀の川） 受講証ありがとうございました。私
はコードのないマホービンを使っています。朝沸
かしたら夜まで冷めることはありません。夜帰っ
たら部屋の明かりが一日中ついていることがあ
ります。そんな自分を叱っております。
金城（紀の川） 今日は受講証ありがとうございまし
た。近々にクーラーを買おうと思っているんです
が、今まではもったいないなぁと思っていました
が買ったほうが良いことを確信しました。また一
年程前、冷蔵庫を買いましたが電気代が安くなっ
たことも実感しています。
前原（紀の川） 私の家も人間と一緒で電化製品が古
くなってきており、またお金がいるなぁと心配し
ております。
望月 私、今日の司会のために先生に電話をさせて
いただきました。第一声が儲け話しになりそうな
んですよ。省エネと云うことがビジネスチャンス
になることは事実です。工場関係は水の出しっぱ
なし、エアーの出しっぱなし、熱を放出しっぱな
しです。そういうところが良いお客さんになるん
ですネ。でもこれ以上儲けたらあきませんな！
山内 昨日、家に帰ったらガスストーブが入ってお
りましたが、娘は食堂のドアを開けっ放しで、う

会

聖句朗読
食事手配
食膳感謝
席上献金
受 付

第１部 正野忠之君
第２部 尾北昇君
第３部 田中惟介君
尾北昇君
食生活創造室・尾北昇君
濱添吉生君（第３部）
メネット会（第２部）
会計・メネット会

1 月号ブリテン原稿
こーひーぶれいく
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム(私の独り言)
巻頭言

横田憲子君
田中惟介君
伊藤圭介君
鈴木 えみ さん
尾北 昇君
佐古利子 さん
山内信三君

注意！ 原稿締め切りは１２月２０日です
審議事項・連絡事項
《審議事項》

1. じゃがいも販売
１1/27 現在 じゃがいも３３ケースが残っている。
サンホームへ５ケース寄贈。一層のご尽力を求む。
１２月第２例会で最終処理を決定する。

2. 偲ぶ会
１月末か２月の日曜日３時～５時の予定で検討中

－３－
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3.

1 月例会について。
Ａ班担当 1/15（木）EMC の DVD 観賞
ディベート

4.

「ワイズ読本」購入について。
クラブで５冊購入する。

5.

ＹＭＣＡ同盟の「ユースファンド」について。
クラブに向け協力を要請する

6.

河内Ｙ‘ｓ次々期会長候補の選考について。
選考委員長から経過報告があった。
１２月報に立候補受付を公示する。

7.

阪和部次期「Ｙサ主査」選考について。
副会長の意向を踏まえ１２月中旬までに決定する。

８. ロビー展について。
５０点くらいか？
１１月２９日（土）３時３０分から展示を行う。担当委
員、外に協力要請のメールを送る。
１２月９日（火）2；30～4；30
審査。会長賞他を選ぶ

９. 阪和部合同新年例会について。
１６名出席予定。詳細はジャーナルに記載。

その他のスケジュール
クリスマス街頭募金日程はサンホームニュースに掲載

１０.

Y’s のクリスマス献金

12 月オークションの 1/2、個人献金

(タニア・Ｓ・スマジナさんからのお礼の手紙)

Dear Keisuke
Sorry for not keeping in touch for a while. I had
a really busy week after coming back from
Japan. Now I’m finally in Austria. Tomorrow I’ll
start my work.
I have a very strong impression about visiting
Japan. I like the picture very much and my mom
also done. I really enjoyed my time in Japan.
Thank you for giving me the chance to have a
glance of it. Give my best regards to the
members
of
your
club,especially
to
Reiko-san,Maruo-san
and
his
wife,
Mochizuki-s an,Iwasaka-san and many other
wonderful people I met while I stay in Japan.
Sincerely yours.
Tanya.

－４－

(Ekaterinburg の前会長からの手紙)
Dear Ito san and friends
We are very happy to continuation of our
friendship ! First Olga Azaryan,then Tany
Simagina could meet you. We are glad and
always ready to accept you in Ekaterinburg! Our
club is proud of our friendship with you and
your remarkable country!
PP NIkolay Serov

（大阪クラブから山内会長宛の礼状）

御

礼

拝啓 初冬ともなり朝夕冷え込みが厳しく
なったこの頃です。
先日の大阪クラブ８０周年記念例会は６０
クラブ２８０名のワイズメン、メネットの多
数の皆様にご参加いただき盛大に記念例会を
祝うことができました。これも皆様はじめ、
先人の築いた賜物だと感謝し９０年、１００
年に向けて努力を重ねていきたいものと思
っています。
尚、いろいろと不届きの面が多々ありまし
たことを、深くお詫び申し上げます。
ご参加頂きました皆様にも宜しくお伝え
下さい。
季節柄、一層のご自愛を祈り申し上げます。
敬具
大阪クラブ８０周年記念例会
会 長
脇本 博
実行委員長 清水 汎 会員一同

【“ＹＭＣＡ桃の里”グランド草引き隊】
Ｙ‘サ担当 横田憲子
秋も深まり野外活動には最高の天気に恵まれ
た１１月２２日（土）の１時から４時まで、河内
クラブの草引き隊６名がグランドで活動した。鎌
や鍬を持ちサッカーのボールが転がりやすい地
面になるよう、黙々と仕事をする人、話がはずむ
人達、私たちの動かす手がこんな役割もできる喜
びを見ることができました。「手を抜かんと、草
抜きや」と言われながら昨年はフェンスの蔓に悩
まされ３０袋のゴミだったのが、今年は１３袋で
した。参加は佐古メン・丸尾メン・メネット・伊
藤メネット・芳澤メン・横田でした。桃の里スタ
ッフの滝中慎介さん八木知加さん田中菜穂子さ
んお世話さまになりました。来年の仕事はこの続
きですね。よろしくお願いいたします。
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「冬のプログラムの準備」
大阪東 YMCA
ウェルネス 川合文太
だんだんと寒さが増して冬らしくなってまいりました。
これから１２月に向けて冬のプログラムの準備がすすめられております。それに備えて１１月２２日・
２３日に六甲山に１泊２日で全大阪ユースボランティアリーダー研修会が行なわれます。全大阪のリー
ダーが集い、冬期プログラム前に共に研鑚する場を持ち、「グループワークや子どもとの関わり」につ
いて、現活動を見直しまた新たな知識や技術を習得する機会とします。この学びが冬のキャンプで子供
たちの育みの賜物となります。それぞれのキャンプが安全に行なわれ、良き活動となることを願ってい
ます。また、これから向かえるチャリティーラン、クリスマス街頭募金、クリスマス会の企画・サポー
ト、など、ウエルネスとして 1 年の山場をむかえる事となります。事故のないように皆が健康で元気
にこの時期を乗り越えられますようにと願う今日この頃です。

１２・１月スケジュール
１２月１４日（日）
１２月１７日（水）
１２月２７日（土）
１２月３１日（水）～１月３日（土）

クリスマス
特養餅つき
居酒屋「和み」
年末年始休業（デイ・ヘルパー・ケアプラン・地域支援）
特養・ショートのお休みはありません。
特養新年会

１月 １１日（日）
クリスマス献金街頭募金
１２月 6 日（土） １０：００～１２：００
近鉄八尾駅前
１２月 ７日（日） １６：３０～１８：００
近鉄八戸ノ里駅前
１２月１３日（土） １０：００～１２：００
近鉄河内小阪駅前
東ＹＭＣＡ会員（子供・成人）で街頭募金を行ないます。ご協力お願いします。
クリスマス献金のお願い
東ＹＭＣＡでは下記のプログラムへの支援をいただいております。
来年度のプラグラム実施のためにもご協力をお願いします。
２００８年度東ＹＭＣＡクリスマス献金プロジェクト
地域の高齢者支援（ふれあいサロン）
知的障がい者（児）外出支援（レインボウクラブ）
２００８年度東ＹＭＣＡクリスマス献金目標額
６００，０００円
河内ワイズメンズクラブとしては、
「サンホームロビー展への出展料」
「クリスマスでのオークションの
売上金の半額」をクリスマス献金としてご協力いただいております。
*
*
*
*
*
*
Ｙ・Ｙボウリング大会報告
横田憲子
２００８年１１月１日（土）１２時３０分より河内クラブ大藪メンの会社である新大阪イーグルボウル
にて１６時まで行われた。今回はＹＭＣＡとワイズの親睦を図るためのボウリング大会を、林佑幸Ｙ
サ・ユース主査により開かれ４３名の参加があった。内訳はワイズ３０名・メネット・コメット４名・
ＹＭCA スタッフ・リーダー６名です。河内クラブからは山内・新本・尾北・正野・丸尾・伊藤・藤井・
タチアナ・横田９名の参加がありました。
試合中は球を転がしているだけのようで意外と１球１球に悔しさ
と喜びそして共に称え合い、初顔合わせでも和気あいあいといい空
気が流れるものである。ロシアから参加のタチアナメンも、ボウリ
ング歴２回目だそうですが意気投合されたようである。試合後の懇
親会もその流れを保つかなと思ったが、スタッフやリーダーとワイ
ズの関係の話になると少し硬さがあったが、表情からは親しさが感
じられた。
Y・Y フォーラムだと感じることのない心の交流がボウリング大会
ではできるかもしれません。でも後日の筋肉痛には少し年齢を感じ
る悲しさが残る。お疲れ様でした。
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【大阪クラブ８０周年記念例会】
報告 伊藤圭介
開催日：2008 年 11 月 8 日
場所：スイスホテル NANKAI Osaka
288 人の参加者で、華やかに祝会が開かれました。東日本区からも竹内敏朗元国際会長、奈良信元ア
ジア会長始め多くの参加者があり、佐藤典子西日本区理事も熊本から出席頂きお祝のメッセージを頂き
ました。記念式典では大阪クラブ８０年の歴史の歩みをスライドで上映され、８０年前の映像が蘇り、
先人の偉大な業績を改めて目の当たりにしました。
記念演奏は中国でも日本でも活躍されているエンキ氏による中国琵琶の演奏に酔いました。
記念講演は上遠恵子女史の「環境の世紀を生きるーレイチェルーカーソンのメッセージ」でした。女史
は１９６０年代に既に先進国家で、環境汚染が人々の生活を脅かしているのを「沈黙の春」の著書で警
告されていました。つまり春が来ても、蝶も飛ばず、鳥も鳴かず、土壌は科学肥料で汚染され食物の安
全も保たれていない状況を告発しておられました。
続いて祝宴に入り一流のスイスホテルの豪華なコース料理を各テーブルで頂き交流を深めました。多分、
大阪クラブでは会費だけではこの祝宴は賄いきれなかったと想像しています。当日は東日本区の役員会
と重なっていなければ理事他役員の皆さんが多数参加するはず、と次次期東日本区理事の松田俊彦氏の
お言葉でした。
楽しい琵琶演奏、汚染問題の認識を深め、御馳走、楽しい語り合い盛り沢山の後味の良い会でした。
出席者：新本 英二、望月夫妻、横田 憲子、伊藤夫妻の皆さん。

【第１４回大阪ＹＭＣＡチャリティラン】

６３チームが秋雨を走破

報告: 丸 尾 欽 造
心身に障害のある子どもたちを対象として、様々なプログラム活動を実施するための募金を目的とし
たチャリティランは今年で第１４回を迎えた。会場の万博記念公園には早朝から多くのボランティアが
駆けつけ、その手際良い作業で準備が整えられた。
参加チームは、本格派の「順位制」、マイペース派の「宣言タイム制」、そして走ることを楽しむ「オ
ープン制」に、企業、諸団体をはじめワイズに至るまで６３チームがエントリーされた。
天気予報が的中、大会は後半から肌寒い雨にみまわれた。勢いよく飛び出した「順位制」の実力レー
スでは、応援する人たちも寒さを吹き飛ばさんばかりの見ごたえあるものだった。その２０チームの頂
点に立ったのは、野田中学校陸上部の若者集団であった。その走りっぷりのよさに爽快感を覚えた。精
一杯がんばって好成績を得たチームの勝鬨もおりからの寒さを突き破っていた。今年の特徴としては、
仮装に知恵をしぼったチームが目立ったこと、「飛行機」まで飛び出したのには驚いた。過度の仮装が
走りそのものを困難にしてレースを長引かせたようだが、まあ結構楽しませてくれた。
東ＹＭＣＡ関係からは、桃の里幼稚園やサンホームなど４チームがオープン制に参加し、雨にも負け
ず大いに意気をはいた。特に、桃の里幼稚園の園児が沿道から大きな声援をうけていたのは微笑ましい
光景の一頁であった。特筆すべきは、東ＹＭＣＡブロックから、７１名の参加確認があったことである。
残念ながら河内クラブは、ランナーとしてその勇姿を見せてくれるツワモノは誰ひとり現れず、ただス
ポンサーとコース管理などボランティアとして１０名の参加があったのみでいささか寂しい思いが残
る。来年こそは、チーム「河内ワイズ」として挑戦するなどは最早かなわぬ夢だろうか。
今回も協賛企業各社から物心両面にわたる支援をいただいた。そして多くの方の参加・支援を得て４
００万円を超える支援金が与えられた。恒例の抽選会では、何と東ＹＭＣＡから多くの当選者がでて沸
いた。気になることとして、当選賞品の授与式が粗雑のように思う。スポンサーの方々と共にきちんと
写真を撮る配慮が徹底されていないのは惜しい。スポンサーに対する感謝の意を表すためにもそのあた
りの気配りが大切ではなかろうか。
参加者: 尾北 昇、佐古至弘、正野忠之、濱添吉生、丸尾欽造、山内信三、横田憲子、 伊藤玲子
丸尾初子 以上９名
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「私の独り言」
連載 ＮＯ 4９
尾北 松子
娘の妊娠に伴い、2 歳 7 ヶ月になる孫（男の子）
を預って２ヵ月が過ぎました。
孫の話す言葉、仕種、元気な声、とびっきりの笑
顔。日々楽しみ、慰められています。
しかし、二度目の子育ては、孫の行動スピードに
ついていけず、教室での授業も加わって体力的に
は、疲労困憊、限界です。
そのことを娘が良く理解してくれない。甘えさ
せ過ぎ！このお菓子はあげてはダメなど小言ば
かり。
でも、これは、贅沢な愚痴ですね。可愛い盛り
の孫と生活できるなって願ってもできないこと
かもしれません。感謝してもうしばらく孫の世話
をさせてもらいます。

(次号は佐古メネットの独り言です)

クリスマス例会のご案内
日 時 １２月１４日（日）５時～９時３０分
場 所 東ＹＭＣＡサンホーム ６階
会 費 ワイズメン・メネット
5,000 円
リーダーＯＢ・Ｙスタッフ １，０００円
ＯＢファミリー
３，０００円
アトラクションや抽選，オークションをお楽しみ
に 多数ご来場下さい。
実行委員長

ラ

ビアン ローズ のプロフィール

（クリスマス会のアトラクションに出演いただく
グループの自己紹介です）

“音楽大学の出身者や、舞台の経験者が集ま
り、何か自分たちが世の中に貢献できる事
がないかと考えて、ボランティアでショー活動
をするグループを結成。

山内

信三

猛暑の夏には、ほとほと参りました。秋風にホ
ットし、気持も落ち着いて毎日を過ごせるように
なりました。急な冬の木枯らしに季節の変化を感
じています。
現在は、縁があって財団法人「十三愛光会」の
役員、嘱託職員を兼務して、総務、経理の業務を
日々担当していますが、この度、公益法人の制度
改革が厚労省から通達されました。この機会に、
財団法人から社会福祉法人への切り替えが十三
愛光会の理事会で決議され、その業務を主務官庁
の大阪市と大阪府の法人指導課の担当者と作業
を行ってきました。
足かけ 2 年にわたる作業を経て、この 6 月末
に社会福祉法人が認可され、法人登記、法人資産
の寄付も完了いたしました。
現在は財団法人の解散手続きを大阪府と行っ
て来ましたが、何回かの提出資料の修正を経て、
１１月初旬に認可され、財団法人の解散登記と官
報への 3 回にわたる解散の告示も掲載日時が決
まりました。
法人関係が落ち着けば、社会福祉法人として、
児童館の設立、耐用年数を超えた現在の保育園の
園舎の建替え、隣接地の購入と・・環境整備、新
規事業の検討、周年記念式典と記念誌の発行と青
写真を描いています。
ＹＭＣＡと Y’s で積み重ねた経験、社会福祉法
人「博愛社」事務長、理事の経験と、すべてが今
の仕事にプラスに働いています。
コーヒーブレイクする余裕を持てる時を楽しみ
にして毎日を過ごしています。
（次号のコラムは横田 Ys です）

グループ名の「ラ ビアン ローズ」はフラ
ンス語で バラ色の人生と言う意味で活動の
コンセプトでも有ります。
私たち出演者も、ショーを見て下さった方々も
すべての人々がバラ色の人生を送れます
ように願いを込めて・・・・・・・・・・・”
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HAPPY
横田

BIRTH

DAY

WEDDING

允宏 １９４３年１２月２５日生

日本区通年強調目標

ANNIVERSARY

宮本 桂子＆善
大藪 芳教＆暢

之夫妻 １２月 ６日
子夫妻 １２月１７日

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。
中堀 清哲 広報事業主任

西日本区強調月間

Ｅ Ｍ Ｃ －Ｍ

数は力なり。ワイズを学び、2000 推進を理解しガンバリましょう。
阪田

公

12 月－1 月の予定
12 月
１２月５日（金）第 2 例会東 YMCA
１2 月 11 日（木） 役員会 サンホーム 6 階
１2 月１４日（木）クリスマス例会
１２月２６日(金) ブリテン印刷・発送
１２月２７日（土）なごみ

1月
１月１０日（土）阪和部新年合同例会
大阪南 YMCA
１月１５日（木）第１例会 サンホーム６階
１月２２日（木）役員会 サンホーム６階

民明

EMC 事業主任

示

次期クラブ役員立候補を受け付けます。
当クラブでは 現副会長が次期会長に就
任することになっています。
従いまして、クラブ規則にのっとっての
立候補受付は次期における次期（すなわ
ち次次期）会長を求めることであり、次
期副会長を求めるもので有ります。
１２月３１日までに山内会長宛にその意
思を文書で届け出てください。

次期役員選考委員会
委員長 丸尾欽造

第 34 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:山内 信三 副会長:芳澤 伸之 書 記:初田 稔・田中 惟介 会 計:尾北 昇・大谷美佐子
メネット会長:大谷美佐子 直前会長:丸尾 欽造 連絡主事:濱添 吉生

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/

Wind From Kawachi
ワイズの先達の偉業を聞く機会は多々ある。
先だってもＳ会のご案内を頂いた。
けいがい

先人の謦咳に触れられた方々がなすべきは、その伝承も大切ではあるけれども
あとに続く者たちに、自身の行為でもって範となるべく務める事にあると思う。
しかるに 今 故人の偉業を懐旧の思いで語る人は多くあっても それを範
とし、次代に語り継がれる人となる、尊敬に値する人の見当たらざるを憂う。
だ

編 集 後 記
いつまでも仮免許
と甘えているわけに
は行かない。ぼつぼつ
独自の編集方針を打
ちたて、担当する期間
くらいは自分の色を

き

唾棄すべきは 思いやりと称するいじめや、俺が俺がの手柄話。まったく！
（西日本区 1800 人のワイズメンを知った上で言えよ！と言われるか？
ひそか

いで

密 に尊敬する方々に期待し、敢えて挑発的に書いてみた。
）
この欄への反論・投稿を期待する。
（字数は 300 字以内）

編集子
―８―

あ く

出そうと思う。灰汁が
きつく なじめない
と思う者、出よ。
さすれば、河内が面白
くなる。
たなか

