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２００９～２０１０年度【主
題】
クラブ主題
『為せば成る』 Change! 熱意とアイデアを持って
芳澤伸之
阪和部主題
“We are the team”― Yes We Can ―
濱田勉（奈良クラブ）
西日本区主題 「すべてのいのちを大切に」
“Love & Care for All the Living Things”
―いのち・平和・環境― Life,Peace,Environment―
鈴木誠也（神戸ポート）
アジア主題
「The Power of One」 一つとなる力
Chon Byung-Koo（韓国）
“Dreaming Asia,Loving Asia”「夢見るアジア、愛するアジア」
国 際 主 題 「The Power of One」一つとなる力
Kevin Cummings（カナダ）
【今月の聖句】ローマの信徒への手紙 12 章 14 節～15 節
（選・解説 岩坂正雄）
「あなたがたを迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって、呪ってはなりません。
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。
」
― イエスキリストの誕生。それは、人間の生き方がどうあるべきか、を具体的に示されるために、
神が人のかたちをとって現れたことを意味します―

「心に残った一節」
中野 義彦
12 月クリスマス例会プログラム
書店の棚を眺めている時、帚木蓬生著の「国銅」の
12 月 6 日（日）サンホーム 6Ｆ
文字が目に入った。日頃、銅関係を業としている私は
第１部 司会
山内信三君
興味を覚え、読み下していくと、天平時代の銅の彩堀
開会点鐘
芳澤会長
～大仏建立の話で、律令国家の辺縁と中央の出来事を
ワイズソング
一
同
司会者
交互に描きながら、様々な問題を対比的に描いている。 聖句朗読
礼拝・クリスマスキャロル
一人の長門の仕丁が、重労働の合間に出合った、岩崖に巨大な大仏
奨励
を彫る僧、その僧より文字、薬草の知識を学び、仲間の人足の傷や病
ゲスト・ヴィジター紹介 芳澤会長
をなおす。都へ向かう旅。大仏建立に全国から集められた人足の何時
会長の時間
終えることが出来るのか分からない苛酷な労働、その合間に、都での
誕生･結婚祝
芳澤会長
薬草を通じての貴人、衛士との交わりにおいて、文字、詩、歌をより
インフォメーション
各担当
深く学ぶ。行基上人の葬儀、大仏開眼法要、大仏殿建立と様々な出来
ロビー展表彰式
丸尾委員長
事が描かれ、人としての生き様の相違と情愛が感じられた。又、旅に
第２部 司会
大谷美佐子君
しても、都への上りに老いても、役人と共にとは云え、船子として櫓
食前感謝
松岡虔一牧師
乾杯
岩坂正雄君
を漕ぎ天気を頼りに海、川を上る行程で、ましてや長門への帰りには
食事・歓談
一
同
少人数で僅かばかりの国養物で、帰路を自分達の才覚によって困難な
・・・・・・・
旅となり、次々と仲間を失い、帰り着いた故郷では･･････････。
YMCA の歌
一
同
我心匪石 不可転也 我が心石に匪ざれば 転がす可からず
閉会点鐘
大谷副会長
我心匪席 不可巻也 我が心席に匪ざれば 巻く可からず
威儀棣棣 不可選也 威儀棣棣として選たる可からず
この詩は本文中にある詩経の一節で、意味
するところは 礼と威厳を保ち、卑屈にならぬと云うことで、我々が日々生活する上で、又団体活動をする
上で、心掛け、実践すべき事柄ではないかと思い、心に残った一節として書いておきます。
会

員

数

（広義＆メネット会員）
会

員

７名

１１月末各ポイント累計

１名

メネット＆コメット

４名

B F

１６４００円

１１月分
累

１５名

メ ー ク ア ッ プ
の

席

ゲスト＆ビジター

者

11月

出

２1 名

出

席

率

例

会

出

席

者

２６名

ユース

１３６００円

0名

役 員 会 出 席 者

１２名

C S

１５６００円

７１％

11月 の 全 出 席 者

３８名

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。

切手累計

５９０g

にこにこファンド

計

１７，０２０円
８２，１２０円

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 ―
２００９年 11 月 1９日（木）18：30～20:30
記録 岩坂正雄

出席者(敬称略)
メ

ン

佐古・大谷・田中・藤井・望月・芳澤・濱添
新本・丸尾・正野・伊藤・山内・尾北・中野
岩坂
メネット伊藤・新本・望月・初田
ゲスト・ビジター 川村栄太郎先生
鈴木良洋・松岡虔一（サウス）絈谷 隆（奈良）
家近健二･西牧駒蔵（小阪教会）
・鈴木 えみ

ｓ＝ブラジル･ロシア･インド･
中国）の中で最も発展性が高

い。別紙の統計資料が示す
数値がその裏付けとなって
いる。
１９５８年大学を卒業されてすぐ単身移民船で渡伯
され、１９９２年までほぼ３５年間にわたるブラジ
ルでの生活と事業活動を通して語られた内容は、こ
れからのグローバル社会で日本が生きてゆく方向を
考えたとき、ブラジルを視野におくことは必須の事
であるという理解と認識が深められた。
▽ 誕生祝い、結婚祝いの後、芳澤会長よりサプラ
イズとして在ブラジルの弟さ
んから送られてきた特産品が
女性出席者にプレゼントされ
た。これは、１メートル以上
もある紐状のジッパーだが、
これを閉じてゆ
くと色鮮やかな
肩かけバッグに
変身するという手品のような品で女
性たちの歓声が上がった。
▽ 大谷副会長の閉会点鐘をもって、
教養を深めた楽しい交わりの１１月
例会を閉じた。

ロビー展開催中

―2―

▽ ゲストスピーチ「もっとブラジルを知ろう」
（新本君からブリテン掲載のゲストプロフィール紹介）
● ブラジルってどんなくに？
サッカー王国、コーヒー生産
国、アマゾン･イグアスの滝、リ
オのカーニバル、移民の国、ワ
ールドカップ（2014）、オリン
ピック（2016）など。
● ブラジルの今と将来
広大な国土、豊かな資源、
若い人口資源（平均年齢 28
才）、高い教育水準と技術力
による工業生産力など注目
に値する。
世界の新興４大国（ＢＲＩＣ

十一月 二十二 日から ロビー 展が始 まっ
ています。六十一点の作品が例年通り展示
され、人気投票も行われていますが表彰の
関係上例会日以前に締め切られます。
展示も例会終了時には引き上げが始ま
りますのでお早めにご
来場、ご高覧下さい。

以上 26 名
▽ 正野忠之君の司会で 開会
点鐘（芳澤会長）
、ワイズソング（一
同）、聖句朗読（新本英二君）、ゲ
スト・ビジターの紹介（司会者）
と恒例どおりに進行。
▽ 会長の時間「今年のワールド
シリーズは NY ヤンキースが優勝。
ヤンキースタジアムは西条秀樹の
“ヤングマン”で日本でも知られ
た YMCA の歌（原曲は 1９３６
年）で沸いた。われらワイズメン
も飛躍の年でありたい。
」とのメッ
セージに続いて、目前の諸プログラムへの協力を要
請された。
ロビー展準備（１１／２０）スペシャルオリンピ
ックスプレ大会（11/21～22）チャリティラン
（11/23）阪和部環境事業講演会（11/28）河
内クラブ親睦会（11/28 なごみ）クリスマス例
会（12/6）和歌山クラブ６０周年祝会（12/13）
クリスマス街頭募金（１２/5,12/12,12/13）阪
和部新年合同例会（1/6）等々
▽ インフォメーション
伊藤 来年の国際大会での宿舎
として、安価なルートイン横浜を
利用してはどうか（濱田部長の紹
介）
鈴木（サウス）新年合同例会に出
席を（南 YMCA）
田中 EMC１０月集計で西日本区現勢は１７３８名。
新本 扇町教会で北野高校の音楽グループを招いて
礼拝を行う計画あり。
岩坂 国際大会にロシアのワイズ８名が参加を希望。
丸尾 青野君が進めている橋下知事と市民との対話
集会（11/26 永和市民ホール）に参加を。
浜添 クリスマス献金にご協力を。
正野 チャリティランに河内から１１名参加協力の
予定。集合時刻は 7：45.
松岡 平和ペンギン８月に長崎公園で献納（写真回覧）
佐古 小阪教会のバザー（11/22）に参加協力を。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（1１月例会）敬称略
テープ起稿 大谷美佐子
芳澤 川村先生有り難うございました。 EMC、
メンバーが増えるのを期待しています。
家近（小阪教会）年賀状に「希望学」
と書いたのですが日本は物質的に
は何でもありますが無いものは希
望が無い。天下の東京大学が講座
を持って研究しましたが結果的に
「希望学は失望学」に終わったよ
うです。私は希望は愛に連帯する所から生まれると
思っています。
川村（ゲスト）ここにブラジルへ渡ったときのドキ
ュメントのコピーあります。オリジナルは神戸の移
住センターに有ります。関心のある方はご覧下さい。
大谷 今日は楽しいお話有り難うございました。カ
バンありがとうございます。
正野 奈良クラブで移民されていた方のお話を聞
き印象に残っていましたのでよく解かりました。
460g で生まれた姪っ子が 5,500ｇに到達しまし
た。もうすぐ１歳で寝返りします。
絈谷（奈良）EMC に積極的に取
り組んでいただき有り難うござ
います。奈良クラブで５月にブ
ラジルの方に入管の手続の仕事
をされている人のお話でした。
１０月より奈良の特養で働いて
います皆さんのおしめの取替え
させていただきます。（遠慮しと
くわ・・･笑い）
鈴木（サウス）

って来ています）

濱添 小さいころサッカーをしていました。ペレが
現役で強かったです。憧れの国でした。
望月 ブラジルは行きたいけれども物凄く遠い国

です、改めて感じました。
（１泊５日で行けます時差の
関係です）

岩坂 甥っ子が音楽の勉強で
ブラジルへ行っており「来てく
れ」と言ってくれています。是
非行ってみたいです。
鈴木えみ 楽しいお話有り難
うございました。 また聞かせ
てください。
望月メ 結婚のお祝い頂きま
して有り難うございました。
新本メ 今日は有り難うござい
ました。
初田メ 結婚のお祝い有り難う
ございました。耳掻きが２本入
っていますどうしましょう。
伊藤メ 先生のお話の中でお母
様が出航の時お手製のきりこを
缶にいっぱい持たされた事、明
治生まれの女性の親心に感動し母を思い出しまし
た。
伊藤 私はおかきを縄で編む事が
出来ます。ちょっと自慢してみまし
た。
佐古 懐かしい話でブラジル丸、
サ
ントス丸懐かしいです。家内が骨折
し１ヶ月ほど経ちます装具が出来
れば退院出来そうです。
西牧（小阪教会）ハワイへ行ったと
き２世の方ぐらいまでは「大和魂」
「天皇陛下万歳」と、日本はなぜ
「大和魂」を失ったのかとしから
れました。ブラジルでもそうでな
いかと思うのですが。
田中 今日はどうも有り難うご
ざいました。
藤井 行きたい国がひとつ増えました。
中野 例会当番で時間内でと考えていましたが先
生のお話はほんわかと温かみがあるので皆さんの
お話が弾んで時間が超過してしまいました。

本日のにこにこは￥17,020－
でした。
十一月七日（土）芳澤会長に
誘われ紀の川クラブの例会に
出ました。
レーザーでチョコレートに
絵を描く技術で新製品を開発
し（有）ショコラールを起業
された桑原氏の卓話ではチョ
コレートを頂き、山本絹代さ
んの入会式に感銘した会長は
是非任期中に河内でも式文を
読む機会が欲しいものだ
と・・・・
会長の希望に
応えてあげたい
ものです。
（ 書記）

先ほど南雲中将の話をしましたが
私の故郷の出身なんです。次回で終わる「天地人」
も故郷が舞台で、話題の所ですが、今お客さんが一
杯なので「帰ってくるな」と電話がありました。
松岡（サウス）興味のあるお話有り難
うございました。行ってみたいと思
います。
丸尾 郷に入れば郷に従えでもう私
はブラジルに住んでいる気持ちです。
バイクが好きでブラジル製の「カバ
ゾネス」今もあるのでしょうか？・・・
（あります）
・・・
三輪車を解体したような馬鹿でかいオートバイで
したね。またお話聞かせて下さい。
尾北 興味あるお話有り難うございました。ここは
特別養護老人ホームで６０名の方がいます平均年
齢は８７歳です。
新本 また来てほしいそうですよ。
山内 別世界のお話有り難うございました。アマゾ
ンの原始林が牧場に変わって行っているのを聞き
たかったです。
・・・・（政府が管理し今では牧場が減
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第３5 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 PR＆Wellness
２００９年 11 月 2６日（木） 東ＹＭＣＡ
出席者 芳澤・田中・大谷・佐古・正野・藤井
横田・濱添・山内・望月・丸尾･尾北
12 月例会 12 月 6 日（日）5 時～8 時
サンホーム
担当：Ｃ班

例会役割分担
司会 第１部 山内信三君 第２部 大谷美佐子君
聖句朗読
山内信三君
食事手配
横田憲子君
食前感謝
松岡虔一牧師
受
付
藤井・望月会計
CD 担当
受付担当兼務
オークション受付
Ａ 班

1 月号ブリテン原稿
例会報告
大谷美佐子君
河内クラブの近未来予想
丸尾欽造君
役員会報告
横田憲子君
Ｙニュース
鈴木えみ さん
サンホームニュース
尾北 昇君
メネット会の想い出
佐古利子さん
巻頭言
芳澤伸之君
原稿締切は 12 月 18 日です。厳守！日程が詰まっています。

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．１月例会の件 担当 →Ａ班
（丸尾・佐古・尾北・大藪・藤井・宮本・加藤）
2. 次期役員立候補及び次期役員選考委員会の件
会則に基づき山内直前会長を委員長とし幹事会と
選考に当たる。
年内に委員会を開きたいとの意向。
3. 和歌山クラブ６０周年のお祝い金
既定どおり。会長が当日持参する。
4. Y サ・ユース献金の送金
１２月末日締め切り 慣例に従い、人数分を送金
する。
5. 切手整理について
２月末を目処に集める。切手送付期限は 3/15
6.ＬＤ委員招請の件
ワイズリーダーシップ開発委員会（ＬＤ委員会）
井之上温代委員長より正野君を指名し招請が有っ
た。本人の承諾を得これを承認した。
7.次期会長･主査選任報告
坂本次期部長のキャビネットより表記の報告を求
められた。内規に従い次期会長は大谷美佐子 Ys
を報告した。地域奉仕環境事業主査の推挙を求め
られていたが正野 Ys から Y サ・ユース事業主査を
続けられるなら受けたいとの表明が有った為次期
部キャビネットに芳澤会長から逆提案を行うこと
とした。部の回答を待ち決する。

《報告事項》
１. スペシャルオリンピックス・プレ大会のご報告
丸尾 Ys が報告と謝辞を述べられた。

―４―

2. （一泊）研修会
2/13 以和貴荘で行う。詳細は別紙をブリテンと同
送する。

3.YMCA ユースファンド・地球市民育成･･・募金
要請があった。更に検討する。

4.地域奉仕・環境事業講演会
参加呼びかけが有った。
5.和歌山クラブ 60 周年記念例会登録
芳澤・正野・田中・新本・伊藤・中野夫妻
望月夫妻
6.阪和部新年合同例会 1/16 南Ｙ
芳澤・大谷・正野・田中・新本・山内・中野
横田・望月夫妻・丸尾夫妻・伊藤夫妻
7.ロビー展経過
６１点の応募があった。２７日２時から河野氏
を招き審査を行う
8.２月２７日（土）YY フォーラムを実施
岩坂 Ys に基調講演を依頼し５ブランチからリ
ーダーの参加を求め実施する。正野Ｙサ主査。

《連絡事項》
1. 河内ワイズ懇親会 なごみ 11 月 28 日（土）
マニフェストにうたっている事をここで実施。
2. クリスマス献金街頭募金
詳細はサンホームニュース（６ページ）参照
3. 第 13 回西日本区大会
2010/６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島
4. 国際大会
2010/８月５日（木）～８日（日）

於：横浜

5. 理事通信が届いています
１１月例会にて配布済み。
6. 佐古至弘メンより１１月２１日の小阪教会バザ
ーのご協力ありがとうございますと、お礼があっ
た。教会の会員のＥＭＣはできるだけ慎重にした
いと。

クリスマス例会のお知らせ
日
場
会

時
所
費

１２月６日（日）５時～８時
サンホーム６階
河内クラブ メン ￥5000－
ヴィジター・メネット・ファミリー
￥3000－
Ｙスタッフ
招 待

プレゼント交換をします。３００円くらいの
プレゼントをご用意下さい。
オークションの献品も お願いします。
例会担当班長 横田憲子

研修会のお知らせ
日
場
会

時 ２月 13 日（土）1 時～夕食後散会
所 地方職員共済組合宿舎 以和貴荘
費
￥3000－
詳細は 別紙で送付します。
研修会企画担当 山内信三
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阪和部地域奉仕・環境事業講演会報告

報告者 横田憲子
「未来の子供たちが危ない」 “地球温暖化と低炭素社会を考える”
１、気候とは何か
２、地球温暖化問題の基礎知識
３、破局的な地球温暖化を食い止めるために 4、新しい世界を作る＝低炭素革命へ
という内容で重栖 隆 氏が１１月２９日（土）３時半～５時半 南ＹＭＣＡ３階にてワイズ以外の方
も含め６０名あまりの出席で開かれた。普段家庭で節電やエコバッグ使用でチマチマと努力しているが、
日本の消費電力は産業部門と発電所が大半を占めているようです。ところが賞味期限切れや腐らせてしま
う食品があまりにも多くなっている。そこで、日本の食生活・車生活の便利さに浸かっている日々を見な
おし、資本主義に依存しない豊かな生活をみなで考えて行こうと。そして、食料とエネルギーを自給でき
る生活を強調されていました。これからは環境も地球規模で考え、未来のために足元から行動を起こそう
と言われたのは、ボランティアの１人・１人の地道な活動と非常によく似ているなと思います。
何千年もかかって今の地球にした人間は、これからＣＯ2 を減らすため、心と技術と社会制度の３拍子
揃えた取組みの必要があると言われた。重栖氏は２００９年１２月７日～１８日、コペンハーゲンで首脳
級会合にまでになった“国連変動枠組み条約第１５締結国会議”に出席されます。
これから私たちが如何すればいいのか重い話を理解しやすく生活を変えていかねばという強い思いを
持って“なごみ“に参加のため、正野・田中・丸尾・望月・芳澤・横田の６名が環状線から近鉄電車に乗
り替え「八戸ノ里」で降りました。
チャリティーラン

11 月２３日

大阪城

（のぼりの準備をする河内の面々）

朝もやに煙る大阪城のもとでチャリティーランが実施された。総支援金額は￥3,604,040－。
例年になく暖かく、紅葉も見ごろで爽快な一日だった。

イチョウの黄葉と石垣の間を走る・・・
子供達のチアが可愛い
尾北君も走る・・・一見怖そうな外国人も 走る？

のぼりを担いで歩く？？

なごみ懇親会！！
飲酒運転の罰則が強化されて以来
例会の後の飲み会が絶えて久しく
くつろいだ語らいの場が無いこと
から 今期会長のマニフェストで
なごみとのコラボが提唱され、第
１回目が開かれた。南Ｙでの講演会から流れて会場に着くとサウスクラブの吉田さん夫妻がロビー展見学
に来ておられそのまま会に参加してくださった。なごみ名物のお好み焼きとビールで始まり、足りない分
は久々に銀寿司の握りを追加注文。病気療養からようやく脱した吉田さんも機嫌よく会話に加わり、片づ
けの終わったメネットさんとも楽しいひとときを持てた。アルコールの力を借りて堅苦しい壁を取り払
い、忌憚なく虚心坦懐に話し合うことの大切さを感じた。この試みは繰り返し実施することで参加者も増
え、クラブの空気を和らげてくれると思う。今回参加さ
れなかった方々も暫時ご参加いただけると期待しよう。
会は大谷副会長の一本締めで散会した。
参加者:メン 芳澤･大谷･佐古･横田･丸尾･望月･正野･田中･藤井
メネット 初田･望月
ゲスト 吉田夫妻（サウス）

―５―
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無 題 』

ＹＭＣＡ桃の里

田中菜穂子

ＹＭＣＡ桃の里の体操クラスでは、月に１度トランポリン
の日があります。桃の里のトランポリンは体操選手がとぶよ
うな大きなトランポリンで、組み立て・後片付けにも大人３
～４人がかりでとても大変なのですが、こども達はこの月に１度のトラン
ポリンのクラスをとても楽しみにしています。

１２・１月スケジュール
１２月 ６日（日）
クリスマス
１２月２２日（水）
特養餅つき
１２月２６日（土）
居酒屋「和み」
１２月３１日（水）～１月３日（土） 年末年始休業（デイ・ﾍﾙﾊﾟｰ・ｹｱﾌﾟﾗﾝ・地域支援）
特養・ショートのお休みはありません。
１月 １０日（日）
特養新年会
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。
２０１０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）
２００９年度東ＹＭＣＡクリスマス献金目標額
６６０，０００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」をクリスマス献金としてご協力
いただいております。
クリスマス献金街頭募金
１２月 ５日（土） １０：００～１２：００
近鉄八尾駅前
１２月１２日（土） １０：００～１２：００
近鉄布施駅前
１２月１３日（日） １６：００～１８：００
近鉄八戸ノ里駅前
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。
十一月八日（日）
恒 例 のサ ンホ ー ム大 掃除 が
行われました。
尾 北館 長の挨 拶や 軽い 準備 体
操の後、
夫々が持ち場に分かれ
汗 を流 しなが ら汚 れを 流し ま
した。
お疲れ様でした。
クラブからは芳澤会長 大
･谷
佐古 藤
･井 丸
･尾 横
･田 伊
･藤メ
ネ ット がご奉 仕く ださ いま し
た。

（写真提供
丸尾）
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「メネット会の想い出」
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藤井敬子

連載 ＮＯ 61

自分へのご褒美！！

ザ・リッツ・カールトン大阪
フランス料理「ラ・ベ」
5,000 円

乾杯用お飲み物は
スパークリングワイン・・・
申込は阪和部メネット主査
内田彩子さんまで
Tel・Fax；0743-７４－３３３５

からの連想である。

参加費

（次号のコラムは丸尾 Ys です）

今更論語でもあるまいが、先月例会の会長サプライズ！

ちょっぴり贅沢な雰囲気で

・・・若い人とお話しするのも楽しいですよ！！

子曰 吾 十有五而志於学 三十而立、四十而不惑、

たまには、気の合った仲間と

ワイズメン・メネットさんは この言葉のように
仕事や奉仕活動、趣味と 日々活躍していらっしゃる
その行動力から私も学ぶことがたくさんあります。
しかし 新しいロースターを見ていると 活躍し
てらっしゃるメンバーはシニアの方（ちょっと失礼
かな？！）が多いなぁと感じることが多くあります。
時代も昭和から平成へと変わり 早２１年経つと
平成生まれの人たちが社会で大きな力になっている
ことも事実です。
「一生 勉強 一生 青春」
若者達とふれあうことによって得るものも多くあり、
また私たちが人生の先輩として伝えていくことも出
来るのかな？ と、娘を持つ身として感じています。
幅広い世代による運営で、新しい発想や新鮮な気持
ちで活動が行えると思います。

五十而知天命 六十而耳順 七十而従心所欲、不踰矩
「吾十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず。
五十にして天命を知り、六十にして耳順す、七十にして心の欲する
ところに従って矩をこえず」と・・
私事ながら、五十で天命を知った気になり身辺整理を始めたが、
六十有五になって、難問続出、思うようにはならないものだとつく
づく感じる次第。

２０１０年１月２５日（月）１１時３０分～

私の好きな言葉の１つ
です。

さらに、未だ耳従わざるうえに、血の気も多く惑うことばかり。

阪和部メネット新年会のお知らせ

と言う 相田みつをさ
んの言葉があります。

かなりはた迷惑だろうけれど、子曰く それ恕か って ・・

中野涌子
河内クラブ発足の頃、佐古さんのお店『ローリ
エ』で例会やメネット会が行われていました。
そこで、手芸・アートフラワー等を作り、大変楽
しかった事が思い出されます。
また、次男が生まれて間も無くの事で、今は亡き
仙波主事に子守をしていただいた事や長男・長女
が他のコメットさん達と賑やかに遊び回ってい
たのを思い出します。
夏祭りのお手伝いで、イカ焼き・焼きソバ・金
魚すくい等、色々の係りを決めたり、他クラブの
メネットさんとの会話や作品作り等々、個人では
出来ない事を学ばせて頂きました。プラスになる
ことがいっぱいあり、出席することが楽しみでし
た。
でも、好きな時だけの勝手出席で、会の為には
何のお役にも立っていませんでしたが、いつ出席
しても、メネットさんの素敵な暖かい眼差しとお
言葉で、気持ちもどんどん和やかにして頂きまし
た。
現在、世間では友愛が言われていますが、メネ
ットさん等は発足の時から友愛の精神で素晴ら
しい仲間と思っております。
随分歳を重ねてきましたが、その重ね方も先輩
メネットさんに学ばせて頂いております。
又、色々な都合でクラブを去って行かれたメネッ
トの皆様も、今どのように過ごされているのか偲
ばれます。
(次号は佐古メネットの「メネット会の想い出」です)

―７―

Y’s

Men’S

Club

HAPPY

Of Osaka

BIRTH

Kawachi,

Region Japan West

DAY

WEDDING

December 2009

ANNIVERSARY

12 月
横田

允宏 １９４３年１２月２５日生

宮本 桂子＆善

之夫妻 １２月

大藪

子夫妻 １２月１７日

日本区通年強調目標

芳教＆暢

６日

PR

ワイズのさまざまな活動を通じて、命・平和・環境を大切にするワイズメンズクラブのもうひとつの
生き方・考え方を、まわりの人には口コミで、地域の人にはマスメディアを巻き込んで、アピールしましょう。
長谷川和宏 広報事業主任

西日本区強調月間

EMC-M

人は力です。みんなの力で 2000 目指してゆきましょう。
廣井 武司 EMC 事業主任

公 示
次期クラブ役員立候補受付
河内クラブでは 副会長が次期の会長に
就任することになっています。

12 月－1 月の予定
12 月
4 日（金）ブリテン印刷・発送

クリスマス街頭募金
５日
１０時～１２時近鉄八尾駅前
１２日
１０時～１２時布施駅前
１３日
１６時～１８時八戸ノ里駅前
6 日（日） クリスマス例会サンホーム６階
10 日（木）役員会 サンホーム６階
13 日（日）和歌山クラブ 60 周年祝会
24 日（木） ブリテン印刷・発送

従いまして、クラブ規則による立候補受
付は、次期における副会長を求めるもの
で有り、これは次期における次期（すな
わち次々期）会長候補を求めるものであ
ります。

1月
９日 中西部合同新年会 南 YMCA
１０～１１日区次期役員研修会
１６日 阪和部新年合同例会 １２時～南Ｙ
２１日（木） 例会 サンホーム６階
２８日（木） 役員会サンホーム６階

立候補者は１２月３１日までに芳澤会長宛に
その意を文書で届け出てください。

役員選考委員会
委員長 山内信三

第 3５期 ク ラ ブ 役 員
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
メネット会長:初田真佐子 直前会長:山内信三 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

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL 06-6787-3733

http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind From Kawachi 環境事業講演会で、地球温暖化は、今すぐ CO2 排出を減らさないと 2050
年までに極北の氷が融け、海水温が上昇し、大循環が止まってしまう事になり気候変動は想像を絶するも
のとなる。種の存在が危ぶまれる The point of no return.（戻ることの出来ない事態）に陥るとの事だった
映画 2012 の様相とは 別の形で大変動が起こりうるかもしれない。村山 節の文明法則史観（800 年周期説）に
よると既に東西文明の交代期に入って居り、過去の交代期には人口増加や気候変動等による民族大移動で動乱
が必ず起きており、その後新しい文明が興ってきている。今の資源、エネルギーに関わる問題もその様相の因で
あると考えるなら、やんぬるかな文明興亡の一過程なのかも知れない。Something Great(神と言ってもいい)の
意図が宇宙を測るために人を存在せしめたと言う説に従えばニューパラダイムに立つ新人類の活路が見いだ
されるのかもしれない。個々人において、そんなのかんけえねぇ。と言ってしまうのではなく、デフレにめげず
（年金組みにとってこれは恩恵であるとし）孫子の為にも 身の回りから低炭素暮らしを始めましょうよ。講演会に
おいて結びとされた Think Globally Act Locally! Think Future Act Now! 世界と未来を考え、いま、できること
から始めよう。
きまったね？！
編集子
―８―

