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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】 コリントの信徒への第 1 の手紙 10 章 13 節 （選・解説 岩坂正雄）
｢あなたがたの会った試練で、世の常でないものはない。
神は、あなたがたを耐えられないような試練に会わせることはないばかりか、試練と同時に、
それに耐えられるように、のがれる道も備えて下さるのである｣
――困難の多い時代ですが、患難に立ち向かう試練は、希望を生み出す恵みだ、と考えましょう。――

「桜を植える会」
田中 惟介
近江商人の伝統に“三方よし”と言うのがある。
人よし、我よし、世間よしの三方である。
経営の話をしようとしているのではない。
‘07 年、阪和部長の職を終え、紀泉わいわい村に桜を植
える会を立ち上げた。毎年 10 本ずつ桜を植え 5 年で 50
本植えようと言うものである。2 年過ぎ、先日（2/21）望
月 Y’s と今年度分を植えてきた。この事業の意味すると
ころが三方よしであると言いたいのだ。一本の桜を寄贈する。寄贈者に
はその成長と孫や子に見せる喜びがあり、わいわい村は花の名所となり
寄贈者家族は勿論、見物客が増えることになるだろう。企画次第で村の
増収も図れることに繋がる。一本に付き一万円頂いている。植栽費用や
プレート代その他雑費を加えてもその８０％くらいで収まっている。当
初、部の事業として行い、剰余金を部に入れようと企画したが、先駆者
の辛さよ・・すんなり承認されなかったため任意団体である。だから３
方目のよしは経過次第であるが、いつか気づいてくれるだろうと思って
いる。さあらずば、５年目には寄贈者全員に声かけし盛大に花の宴を開
きパーっと使い切るのもいいかも知れぬ。
ＥＣＯの観点から、木を植えるということに もう一つ“よし”がある
のだけれど・・・・
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大阪河内ワイズメンズクラブ
２月例会報告

--サンホーム ６階 －
２００９年 2 月 19 日（木）18:30～20:30
記録 岩坂正雄

出席者(敬称略)
伊藤・尾北・加藤・佐古・新本・田中・藤井
丸尾・宮本・望月・山内・芳澤・岩坂・濱添
大谷
メネット伊藤・丸尾
ゲスト＆ビジター
今井利子（なかのしま）
以上 １8 名
メ

ン

[TOF・CS・FF 例会――役員選挙] 司会 望月強君
▼山内会長より
・TOF 例会で美食でない食事を楽しんでください。
・役員選挙に当たって候補者推薦委員会(丸尾委員
長）の労に感謝します。
・先日の「初田さんを偲ぶ会」には、世話人はじめメ
ネットの方々のご奉仕に心からお礼申し上げます。
・阪和部評議会で 2010 年の国際大会へのフラッグリ
レーの予定が報告された。来週木曜日に河内クラブ
に届く予定。
・サウスクラブの横山さんを偲ぶ会（4 月 5 日）へ
ご出席を。
・第 12 回西日本区大会（6 月 6 日～7 日、熊本）
出席には航空機の早割り券がお得です。
・アジア大会（7 月 31 日～8 月 2 日、スリランカ）に
ご参加を。ユースコンボケイションへの参加も。
・クリスマス例会でのオークション売上金から
￥50,250 を YMCA へ寄付します（尾北館長へ）
▼インフォメイション
望月：初田さんのご長男夫人の初田悦子さんが
“きみのママより”でＣＤデビューされたことが、
産経新聞（2 月 8 日朝刊）で大きく報道され、天
上の初田メンもおよろこびのことと思います。
伊藤：初田さんを偲ぶ会は 76 人の出席。歴代の
区理事も顔をそろえられ、ご夫人より心からの感
謝をお伝えくださるようにとのことでした。
大谷さんはじめ女性方の献身的なお働きで二次会
も充実して、歴代理事や出席者から すばらしい
集いであったと、お褒めを頂きました。
田中：当日出席の元メンバー、増石さんからたく
さんのスナップ写真の提供が有り、ご自由にお取
り下さい とのことです。
望月：3 月 27 日～29 日の済州島ツアーでは，
国際交流の集会を予定し、サウスクラブの朴正浩
氏が済州クラブの金会長と連絡を取り、通訳とし
てご奉仕下さるので是非ご参加下さい。
岩坂：昨年 1 月逝去された宋丁彦氏のメネットが
その後、2 月に天に召されました。共にご冥福を
祈りましょう。
ロシアのタニヤさんから近況写真が届きました。
オルガさんからはホームページを立ち上げたお知
らせがありました
大谷：メネット食事会を 3 月 19 日（木）リッツ
カールトンホテル“香桃”で行います。
そのあと東Ｙで長崎へ送るペンギン折を行います。
−２−
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望月：らくらく登山の第 1 回準備会を
2 月 23 日（月）に開きます。
尾北：ウエルネスグランド照明募金にご協力を
佐古：クリスマス献金、目標 60 万円に対し、
現在 52 万円、もう一息のご協力を・・
田中：ブリテン「メネットの独り言」は 4 月か
ら「メネット会の想い出」に、またメンの「コ
ーヒーブレーク」は「河内クラブの近未来予想」
に変える予定です。
▼次期役員選挙
丸尾候補者選考委員長より会則に基づく経過説
明と選挙手続きについて説明があり、丸尾、望
月両選挙管理委員によって選挙作業が進められ
票数 15 票の 100％信任投票の結果，次期役員
が決定し、それぞれが就任の抱負を述べられた。
会 長
芳澤伸之
副会長
大谷美佐子
書 記
田中惟介・横田憲子
会 計
望月 強・藤井敬子

▼メンバースピーチ
宮本桂子 以前から取り組んでい
た障害者活動がワイズ入会をきっ
かけにＮＰＯ法人ティンカーベル
を立ち上げて今日に至りました。
3 人の障害者でスタートして 現
在 8 人、スタッフ 4 人の作業所と
なりました。Yahoo!オークションサイトで販売
するのが仕事です。
一人ひとりの能力に応じた仕事配分で、これま
でに約 4000 点の販売を扱った。効率主義の作
業ではないため 収益性は低く、各人の月収が
せめて 1 万～2 万円ぐらいになるようにしたい。
善意の寄付や労力奉仕など、ワイズの支援に心
から感謝申し上げると共に これからもよろし
くお願いします。
加藤寿枝 物品提供をお願いしま
す。また知り合いの企業に物品提
供のお声かけ，ご紹介をお願いし
ます。

お二人のスピーチを通して、尊いお働きに改めて
感銘を深くしました。

にこにこに続く・・・

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（2 月例会)

敬称略

加藤；お話しする機会をいただきありがとうござい
ました。
宮本；拙いお話を聞いていただき有難うございま
す。
次期役員の方々には来期もよろしくお願いします。
それと芳澤さんには 7 月にメネットさんがいらっしゃ
る事を期待しております（笑い）
伊藤；役員の皆さん引き受けてくださって感謝致しま
す。頑張ってください。
伊藤メネ；宮本さん、お話有難うございます。私はひろ
みさんと絵手紙の交換をさせていただいています。
２１日にはご本人とお会い出来ることを愉しみにして
います。それと今日は結婚記念のお祝いを頂き有難
うございます。４９回目でございます。
藤井；先月は風邪を引いてしまい今年初の例会です。
久し振りに風邪を引いて、家族には賢くなったねと言
われています。で会計のほう、賢くやっていきたいと
思っています。よろしくお願いします。
丸尾メネ；結婚祝い有難うござい
ました。４２回目の記念日です。
どちらが辛抱したと言うより年を
いって来ると持ちつ持たれつかな
ぁという感じで、一人では大変で
す。主人にも助けられることもたく
さんあり、大事にして暮らして行か
なあかんなぁと思いました。お父さ
ん有難う。 （爆笑） 家ではなかなか言われへんのです
がお祝いを頂いて言ってみようかなぁと思い言って
みました。チョット恥ずかしいですけどネ。
（拍手・笑声）

大谷；おのろけかなにか・・・（笑）仲良
くなさってください。私かたの、いさ
おに女の子が生まれました。
岩坂；ティンカー
ベルの活動をお
聞きして励 まさ
れました。新役
員の方々、是非ご活躍の程お祈り
しておりますが、特にまだ見ぬ芳
澤メネットに期待しております。
（笑い）

田中；２つ有ります。９月３日、娘に３人目の男の子が生
まれました。２つ目、その１週間後に向かいの家が火事
になりました。（え～～）たまたま無人だったのですが
２階が抜けて、お昼の火事だったので発見が早く、消
火も早かったのですが、その家には飼い猫が２１匹居
て、コードを引っかいたりしたための漏電では無いか
と言われています。まだあとを引きそうですがまぁ
今のところ落ち着いてきました。
尾北；ひろみさんの絵を見て星野富弘さんに似てい
るなぁと思いました。お話をお聞きして、最初点も打
てなかった人がここまで描けるのかと、感動しまし
た。
新本；先日この場所で初田さんを偲ぶ会があり、沢山

２００９年 ３月報

の人が来てくれました。私が感激したのは理事経験
者や次期理事まで一つのテーブルを占めるほど来
て下さった事です。今日は時期役員さんが決まり、よ
ろしくお願いします。
佐古；ティンカーベルのお話を聞き作業所の運営の
大変さを思いました。出来ることは頑張って援助して
いきたいと思います。
それから 遂に不況の波
が うちの会社にも来まして 店長以上の賃金カット
が行われます。私は高齢者ですので、賃金カットは良い
けれど６時間以上は働かないよと言ってきました。
丸尾；宮川大助・花子みたいに夫婦で言うのも何です
から申しません。クラブ役員の名前を埋めていくに当
たって、推薦委員の方を中心に、いろんな方とご相談
いたしました。全ての方が適切なご判断をなさって、こ
の方々に委ねる結果を得ることが出来たということを
ここで付け加えてご報告させていただきたいと思い
ます。２年先を見据えて、このクラブのトップとして取り
組んでいこうという大谷さんには敬意と尊敬と支えて
いくと言うお約束を推薦委員会の方たちと共に交わし
たことを 皆様方もともにお支え頂きたいと思います。
新しいクラブ造りがおこっていくのじゃないかと思って
います。
今井（なかのしま）偲ぶ会に参加するこ
とを早くに申し込んでいたのですが、
長野駅前の清掃奉仕にアジア協会か
らご褒美を頂くことになって表彰式
に行っていたものですから来られま
せんでした。今日皆さんのお話や掲示
の写真を見せていただいて、様子がうかがえほんとに
良い会だったのだろうなぁと思っています。神戸学園
都市クラブの１５周年祝会で、佐藤理事や吉本元理事、
京都の澤田さんにお会いして、良い会だったよ とお
聞きしました。
山内；ティンカーベルのお話、感銘を受けました。又何
か具体的にお役に立てたらなぁと思います。新役員の
方々、ともに歩んで行きたいと思っています。まだ任期
残っていますのでよろしくお願いします。
望月；家内は、私の司会をはらはらしな
がら見たくないと、言って休んでいる
のではありません。ソ連型のインフルエ
ンザに罹っています。チェジュにはいけ
そうです。
濱添；家の娘も先週インフルエンザＢ型
になりました。うつったらいかんと思って、
離れていたのですが、娘もそのほうが気
楽らしく・・・・まぁ そんなことで健康に過
ごしています。
芳澤；今日はほんとに有難うございました。
丸尾メネットのお話を聞いていて、夫婦
って良いものなんだなぁとつくづく感
じました。

本日のにこにこ ￥１３，３５０－でした。

−３−
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第３4 期 第 9 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 ＥF・ＪＷF
２００９年 2 月 26 日（木）

東ＹＭＣＡ

出席者
山内・丸尾・田中・芳澤・宮本・伊藤・尾北
正野・望月・濱添・加藤
3 月例会 3 月 19 日（木） サンホーム
担当：Ｃグループ

テーマ

「食は命の土台、健康は人生の柱」
～人に良い飲食物～

講

師 食アドバイザー・予防医学・健康調理師
竹内英二氏
例会役割分担
司
会
尾北昇君
聖句朗読
尾北昇君
食事手配
伊藤圭介君
食膳感謝
尾北昇君
ニコニコ
正野忠之君 大谷真佐子君
受
付
会計 ＆ 田中惟介君
4 月号ブリテン原稿
河内クラブの近未来予想
岩坂正雄君
役員会報告
田中惟介君
例会報告
正野忠行君
Ｙニュース
鈴木 えみ さん
サンホームニュース
尾北 昇君
メネットコラム(メネット会の想い出) 初田真佐子
さん
にこにこテープ起し
加藤寿枝君
巻頭言
望月強君
注意！ 原稿締め切りは 3 月２７日です
審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．4 月例会について 環境問題をテーマに大谷恒夫
氏の卓話を予定している。

2．初田稔メンを偲ぶ会について

会計報告がなさ
れた。剰余金￥17,621－は会員の提案によりクリ
スマス献金に捧げられることになった。尚ロビー
での費用は発起人で負担された。

3．第 2 回阪和部評議員会報告
イ 各事業主査報告・クラブ会長報告があった。
○
ロ ミニＹＹフォーラム 4 月～ 。4 月の「ＹＭＣ
○
Ａ強調月間」に呼応して 4 月例会ではＹＭＣＡサ
ービスを目標にしたプログラムの組み入れがＹサ
主査の林佑幸（奈良クラブ）から呼びかけられ、
「ミニＹＹフォーラム開催補助金」3,000 円が配
布された。
「資金は阪和部ＹＹフォーラムボーリン
グ大会の剰余金から拠出」
（Ｙサ委員長と協議し３月役員会で企画書提出）
ハ 阪和部国際理解チャリティツアー
○
‘09 年 3/27（金）～29（金） 韓国済州島を訪ねて。
（済州クラブとの交流の機会に参加する望月 Ys にお
産を託す）
ニ 次期会長、主査研修
○

3/7（土）～8（日）

（主査・会長それぞれにクラブ規定による補助金を
支給する）

－４－

ホ 阪和部テニス大会 4 月頃
○
ヘ 阪和部長公式訪問 5/21（木）
○
ト 第 3 回評議会（新、旧合同）6/20（土）南ＹＭＣＡ
○
チ 2010 年横浜国際大会 フラッグリレー
○
大阪河内クラブ 2/26（木）第 2 例会に届く予定。
（三木部長の手違いにより、日程が変更された）
リ 阪和部次期主査と主査選出の状況と提案。
○
ヌ パレスチナ・ガザ地区活動支援募金について。
○
～3/31（火）

ＹＭＣＡ同盟へ送金。

ル 次期における次次期阪和部長の選出クラブの承認
○
＝大阪サウスクラブ
次次期部長に紀の川クラブの坂本智 Ys が承認された
オ その他
○

スペシャルオリンピックスへの協力要請

4．2 月以降のスケジュールについて
イ らくらく登山実行委員会開始
○

2 月２３日～

（じゃがいもファンドのアピールも同時に進めたい）
（ＣＳ事業として車椅子清掃を３月２８日に行いたい）
ロ 後期区費及び部費納入
○
ハ ＣＳ年賀切手シート
○
（現状確認
ニ 一泊研修会
○
ホ 横山慶昭氏
○

（２月２７日に実行）

ＣＳ事業委員長に伝達）

（4 月に予定、場所、内容等検討中）
偲ぶ会於：大阪南ＹＭＣＡ

4/5（日）15：00～17：00

１０名出席

5. 第 12 回西日本区大会について
参加登録は個人（家族）単位で行う

7. 奈良傳賞 候補者推薦について
（昨季、佐古 ys が受賞されたので今期の申請は遠慮
する。）
8．その他
① 第 23 回アジア大会ｉｎスリランカ
2009 年 7/31～8/2
別紙要綱参照
② ユースコンボケーションへの参加者の推薦
3/23 締切 西日本区Ｙサ主任 濱田迄 別紙
9.初田君の遺品にあったハムクラブの残余金
￥１５８８―はハムクラブメンバーの承認を得ハム
クラブを明記し会計の雑収入に繰り入れる。
10. 日本ライトハウスへ盲導犬支援として１万円捧げ
る。初田君のコインボックスも同日持参する。
11.中野 Ys の父君ご逝去に対しクラブ規定に基づき弔
慰金を送る。

３月例会卓話

竹内英二先生のプロフィール

大阪市「辻調理師専門学校」卒業。調理師免許を
取得し、フランスでの料理研修を経て、大阪市内
のフランス料理店に勤務。３０歳を期に、動物性
食品の多い高脂肪のフランス料理・現代栄養学に
疑問を持ち、フランス料理を捨て、体に良い料理
や自然食を研究。全国各地で、自然食料理教室や
食育セミナー・健康講演会やセミナーの講師を務
める。
・・・・・・・・・・・
レジメより転載

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００９年 ３月報
「地球温暖化？」
東 YMCA 所長

鈴木えみ

この冬は雪が少なかったように思います。12 月末、1 月中旬はスキーキャンプ、1 月末は雪遊びキャ
ンプと、冬の自然体験ができるキャンプを実施しています。雪遊びキャンプは宿泊場所の周りが銀世界
となり、宿を一歩出ると雪遊びを満喫する事ができるのですが、例年と違い今年は、スキー場ゲレンデ
まで行っての雪遊びプログラムとなりました。当日も雪ではなく雨模様、そしてゲレンデでは雪ではな
くみぞれが降っているような状況でした。
滋賀県箱館山で常宿としてお世話になっている民宿のおばあさんも、「今年は雪かきが少なくてええ
わ。」とお話されていました。そして、根雪となるような雪が降らなかったことが、少雪の一番の要因
でもあると・・・
地球温暖化といわれている昨今です。大阪の子ども達は、雪で遊べることが１年に１度のビックイベ
ントでもありますから、雪遊びのキャンプは継続して行っていく意義があると思っています。けれども、
暖冬が続いているので雪を求めてもっと北へキャンプ地を探さなければいけないのかも・・・と思う今
日この頃です。

東 YMCA クリスマス献金プログラム
２月２２日（日）
「ふれあいサロン」１１：３０～１５：００
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した。今年は近鉄グラ
ンドマンションにお住まいの方を中心に、特定高齢者教室の参
加者にも来ていただきました。参加者は１７名でした。ワイズ
の伊藤さんには、食事喫茶などご協力いただきました。
今回は、食生活創造室の手料理（和洋中のバイキング）に舌
鼓を打っていただき、効果測定（筋力・バランス感覚などの測
定）、嚥下体操等のプログラムもありました。転倒予防体操の後
には、「肩が軽くなった。気持ち良いわ。」などと喜んでおられ
ました。
*
*
*
桜植樹とサザンスカイクラブ例会訪問
２月２１日（土）紀泉わいわい村 田中 惟介
前日と打って変わってよい天候に
恵まれ、１０時過ぎ 望月 Ys と泉
南へ向かった。巻頭言に書いた桜を
植えるためである。サウスの高岡君
の紹介の園芸のプロも来てくれて、
２月頃が植え替えに最も適してい
ると言う。前回は１１月に植えたの
だが３本が枯れていた。勿論それら
は今回植え替えた。三木部長もおいでになり自ら植樹を楽
しまれた。３時前には完了し、所要で望月 Ys は JR で帰阪

*

*

*

され、例会開会まで炉辺で読書などしながら時間つぶしを
したが街では味わえ
ないゆったりとした
ひとときであった。
その囲炉裏端で例
会がもたれた。クラブの環境はメンバーの健康やその他
諸々の要件で厳しいものを感じるが、優れたロケーション
とそれを活かした竹炭造り
のスキルを活用することで
活路は開けると、私は感じる。
頑張れ！サザンスカイクラ
ブとエールを送ろう。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
初田 Ys を偲ぶ会――平成２１年２月８日

２００９年 ３月報
東大阪 YMCA サンホーム（写真をして語らしむ）

去年の 10 月１8 日に亡くなられた初田さんの偲ぶ会が２月８日にあった。
１９７５年チャーター以来３３年のワイズでの奉仕の生涯を閉じられた。
彼の生き様は表街道を歩くよりは影で人助けをするのが生きがいのように見えた。彼は自身の主張はいずれの
ワイズの会でもあまりなかったが、役員会での私たちの発言に対するチェックは遠慮のない厳しい機能を果たし
ていた。
過去に大病を３度したと記憶している。４度目が今回のように命取りになった。「どお、体調は」「わしは病気のデ
パートやからもう慣れてるわ。今度はもうあかん、医者に後何ヶ月持ちますねん、嫁さんでなくわしが聞くねん」
と返事が返ってきた。命を失うのに達観している彼の勇気と云うよりは鬼気迫る迫力を感じた。私が４８歳で中西
部長を勤めた折に書記を務めて頂いた。全ての部会には彼の車で参加した。勿論、記録と整理は彼にまかせきり
であった。９８年理事を私は務めたが部長時代の彼の才能を思い出した。謙虚、信頼感、安心感を彼に抱いていた
ので事務局長を９８年の私の理事の右腕としてお願いした。
謙虚：前に出ない、安心感：頼んだ問題は全て期限内に見事に出来上がっていた。
信頼感：必ず提案があり、発信したお願などは必ず、先ず受け取りの返事があり、期限内に仕上がっていた。そし
てお願いの仕上がりに、返事しないと「あれあんでええのんか」とメールが来る。彼は特に返事を強く求めた。彼
からのメールには必ず返事を確認することが必要であった。“なしのつぶて”は許さんでーと一度叱られた。こん
な時は彼の言葉はきつい。以来彼のモットー「謙虚：信頼感：安心感：」は色紙に書いて部屋の壁に架けている。
彼のエピソードは書けば切がないほど３３年間にある。彼が西日本区レヴェルで知られているエピソード：今年の
新年合同例会で佐藤理事が「伊藤さん、初田さんの偲ぶ会出席する」遠路熊本から現役の理事が来るのは稀だ
が来てくれた。猪瀬さんが、偲ぶ会の前日「明日行ってもええやろか、初田さんは私の切り絵の一番弟子やねん、
他に用があり行くつもりはなかったがどう考えても行くべきや、そこで少し時間をもらってきり絵をやって初田
さんの遺影の前に捧げたい」。初田メネット宅に偲ぶ会の３日前にお邪魔した折に或るワイズから便箋５枚くらい
にわたるお手紙を拝見した。会に出席出来ないお断りに添えて初田さんが見えないところで、お世話になった事
柄が面々と書かれていた。
カリフォルニア、パサディナクラブの Mr. Joe Pollock からの偲ぶ言葉を紹介します。
「初田メネット、河内クラブの皆さんへ。このような偲ぶ会の悲しみのなかで私たちが出来ることは心の中の気
持ちをお互いに寄せ合って初田さんの冥福をいのりましましょう。私たちのこのような祈りは初田さんには慰め
になるでしょう。初田さんと共に過ごした３３年間の愛情溢れる年月の想いではこの偲ぶ会を持つに当たり初田
さんと河内クラブのメンバーの皆さんに安らぎとぬくもりと平穏をもたらすでしょう」。
７６名の参加者は初田さんが結果として集められたことが、皆さんのスピーチや「和み喫茶」でのロビートークの
賑わいではっきりと示された。このように皆さんが集って頂いたのが初田 稔メンへの供養になったに違いあり
ません。参加者の殆どの皆さんが会場の設営、河内クラブの皆さんの初田さんへの思い、私たち（参加者）への
心遣い、全てに亘り行き届いている、そしてワイズの皆さんのやさしさと温かさに触れた 1 日でしたと云う評価を
頂きました。１０日に初田メネットから電話がありました。「感謝の気持ちを 2 月例会でお伝えして頂きたい、どのよ
うに感謝の気持ちを表現していいのか言葉には出ません」。初田メネットは偲ぶ会の会場に入って来られた時の
表情は硬く、閉会後、皆さんのお帰りを見送られている表情には笑みが浮かんでいました。私はそのとき初田メ
ネットは必ず、河内クラブへ復帰されるのを確信しました。
伊藤 圭介記

−６−

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

「私の独り言」

連載 ＮＯ 52
中野涌子
白い小さな家に暖炉があって、楽しい家族・・・
という歌がある。 外出から帰っても、車椅子で
ボタンを押すとドアがあいて、スーッと家の中に
入れて、 家の中をそのまま自由に動けて、はた
きのようなものでパタパタすると家の中がきれい
になる。そんな住居に住みたいなー。
（と、ぶつぶつ思っている）
家の中は昔の造りなので、段差が多い。子供た
ちも遠くに出ているし、困ったときは、どなたの
お世話になったらよいのかなー、と思っている。
そんな時、２月１０日に義父をなくした。肺炎を
患って、１週間の入院でした。チョッとゼェゼェ
言うので、病院へ行き、点滴していただいたら、
すぐ帰れるものと思っていたのですが、入院する
ことになり、抗生物質で様子を見ることになった
のですが、９５歳という高齢のためか肺炎の菌に
負けてしまいました。最後は静かに眠るが如く穏
やかで優しい顔で逝ってくれました。
奈良の菩提寺で義父の親しい方と親族のみの
穏やかな家族葬で送ることになりました。
ごくごく最近の私は独り言も無く頭の中も空
っぽのような静かな日を送っている。
本当に静かなそんな毎日です。
(次号は初田メネットの「メネット会の想い出」です)

メネット会のお知らせ
日差しも暖かく春の息吹が感じられる近頃ですが、
皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
さて、恒例のメネットの集いを今年も下記のとおり
企画いたしました。 長崎に送る「ぺんぎん折り」
も含めまして楽しいひと時にしたいと思います。
どうぞ 皆様多数のご参加をお願い申し上げます。
日時：
場所：

３月１９日（木） 午後１２時
ザ、リッツカールトンホテル ５Ｆ
香桃（シャンタオ）
会費：
５０００円（当日ご持参ください）
出欠： 会場の都合上 ３月８日（日）までに
連絡お願いいたします。
お誘いあわせの上、会場へおこし下さい。
大谷 （０９０－７７６９－１２５４）
会食終了後、サンホームにて「ぺんぎん折り」をし
たいと思います。
ご都合のよい方はご参加お願いいたします。
＊尚 当日は例会日です。

２００９年 ３月報

青野 剛暁
つい先日事務所のパソコンが動かなくなりました。
そのパソコンというのが、私が市会議員の時から御
支援して頂きました皆様の名簿がぎっしり詰まりま
した、一番大事なパソコンです。
朝事務所に来るなり雰囲気が凍りついているのを
すぐに感じ取りました、
事務員の顔が真っ青になっています、秘書の大坪く
んも真っ青になっています、もう一人の秘書中西く
んは、何故か平気な顔をしています。そして私は
「とうとう恐れていたことが起こったか」と昨年く
らいから心配していたことが、現実に起こりどうし
ようかと考えておりました。
その時大坪くん（数学博士）が「データだけでも取
り出しましょう」と言い、事務員さんも「そうです
ね」と言います。それを聞いた中西くん（パソコンに
は無縁のラガーマン）が「そんなこと、出来るんで
すか？」と驚いています、内心私も驚きました。する
とパソコンを開け始め
あっとゆう間に携帯電話サイズの部品を取り出し、
違うパソコンにつなぎ、データ取り出しました。すご
く難しいと思い込んでいた、パソコンのイメージが
完全に崩れ、そんな原始的な事で治せるのかと驚
きました。
無事名簿を含むデータはすべて取り出せ、みんな
でほっとひといき。
出来れば私の息子には、僕には無いデジタルな部
分を学ばせたいなぁとふと思ってしまった。
追伸 2 月定例府議会（3 月 5 日 13 時から）庁舎移転、
水道統合等について、橋下知事に質問いたします。
応援よろしくお願いいたします。
（次号のコラムは岩坂 Ys です）

“コーヒーブレーク”に変わり、「河内クラブの近未来」
を想像し、それぞれの思いを 書いていただく事にし
ます。
出来ればリレーエッセイ風になれば良いと思ってい
ますが、いかがなります事か・・・・・・
２～３年か５年くらい先の河内の様子を想像して書
いてください。
会員それぞれの世代間の相違や温度差が現れて来
れば それに基づきサスティナビリティの為の指標を
共有し，新たな枠組みが出来てくると編集子は期待し
ております。ご協力お願い致します。

近日公開

新コーナーのロゴです。
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HAPPY
藤井
佐古
岩坂

敬子
至弘
正雄

BIRTH

DAY

WEDDING

１９５１年３月 ２日生
１９３２年３月１６日生
１９３２年３月２９日生

日本区通年強調目標

ANNIVERSARY

田中惟介＆加代子夫妻

３月３０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

ＥＦ・ＪＷＦ

この事業を通してのワイズとはを考えよう。

島崎正剛ファンド事業主任

3 月－4 月の予定
3月
3 月 7 日（土）～８日 次期会長・主査研修会
３月６日（金）ブリテン印刷・発送
３月１４日（土）ボランティア感謝会 6 時～8 時
3 月１９日（木）メネット食事会１２時～
第１例会 サンホーム６階
3 月２６日（木）役員会
3 月２８日
なごみ

4月
４月 3 日（金）ブリテン印刷・発送
４月５日（日）横山さんを偲ぶ会 南 YMCA
４月１６日（木）第１例会 サンホーム６階
4 月２3 日（木）役員会
４月２５日（土）なごみ（変更あるかも知れない）
４月２６日（日）らくらく車椅子登山

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
ようやく半年がすぎた、と言ってもこの実感は誰にも分かってもらえないだろう。まずはおずおずと、やが
ては気負ってブリテンに取り組み半年がすぎたということ。何度もいうが前任者の努力は並ではない。そして
まかせっきりでいた私たちの安易さを厳しく見直さなければならない。これは、奉仕クラブとしての取り組み姿
勢全般にわたる問題でもあると思う。いまさらオバマを引用するのは気が引けるが、１月１９日の記者会見の言
葉 “誰かが やってくれるのを待つだけでは、何もやり遂げることは出来ない。これから私たちは全員が責任
を持たなければいけない” どうです？ 私は私の編集方針に立って今、やみくもに紙つぶてを投げている。当
たったところで むかっ！とすることはあっても痛くも無かろうと、かなり無神経ではある。前号でも書いたが、
ただの記録誌、連絡記事で終わらせるのがもったいないと、何か変化を起こす触媒になればとの思いからである
から、注目し、反応していただきたい。無視されるのは（子供たちの世界で言うシカト）はまぁ大人気ないと思
うことがあっても 何の励みにもならない。むしろエスカレートして、これは決して生産的でなく自戒しなけれ
ばならないと思うが、良い風をおこす意図からどんどん外れていくことになる。まだ布石の段階で、見えてこな
いかもしれないが、とりあえず 半年か１年後にはその輪郭を知覚していただけると思います。
多くの方々が編集に関わり、河内からの風が部や区に変化をもたらすことを夢見ている 編集子
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