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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】コリントの信徒への第 2 の手紙 9 章 6 節
（選・解説 岩坂正雄）
「惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈り入れもわずかで、惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入れも豊かなのです。」
―

なにかの記念を、捧げもので現わすことができれば、それは基金（Fund）としてワイズ運動の力となります―

巻頭言
田中惟介
一つの星が消えるかもしれないと言う。冬の代
表的な星座オリオンの左上の赤色巨星ベテルギウ
スがそれである。星の生涯を終え、いつ爆発しても
おかしくない状況にあるらしい。明日かもしれない
し、数万年先かもしれないと言う。
（朝日新聞１月６日）
爆発すれば月明かりほどの明るさになるそうだ。そ
ぎょうこう

3 月例会プログラム
3 月 18 日（木）サンホーム 6Ｆ
司 会
望月 強君
開会点鐘
芳澤会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
大谷美佐子君
ゲスト・ヴィジター紹介 芳澤会長
会長の時間
インフォメーション
各担当
ゲストスピーチ 山田 稔(龍学)氏
「実践 護身術」
食前感謝
山内信三君
食事・歓談
誕生･結婚祝
芳澤会長
にこにこアワー
YMCA の歌
一
同
閉会点鐘
大谷副会長

の瞬間に立ち会えたなら 僥 倖 で有ると思う。
時制の点で難しいのは、この星が６００光年先にあるということ
だ。明日見えるということは、６００年前に爆発があったというこ
とだから、言わば起きてしまったことであり、もし見られるとする
なら、私の余生を思うと５９０～580 年前頃に爆発を起こしてい
なければならない訳で、こうなると毎晩夜空を見上げる気力も失せ
る。
この先を見ようと主題を掲げ部長職を務めてから 随分時間が
過ぎたような気がする。
（わずか４年なのだが）統計に基づきメンバー
減少を危惧し、警鐘を述べたつもりだったが、真剣に受け止めてはいただけなかったように思う。将来を
予見すると言う作業は、希望に満ちているときには苦痛を感じないが 困難な問題が含まれている時は避
けたいと思うものなのだろう。改めて言おう。恐れて居ては前に進めない。勇気を持って先を見よう。ク
ラブを次世代につなぐために、４・５年先を見て今から取り組もう。悠久の宇宙を眺めておれば、それは
さほど長い先でもないし、数瞬のことなのかもしれない。
今年、迎える３５周年の記念事業の中に、この視点をおいて頂くことを望みたい。
未来に起きることは、すでに用意されている と改めて考えるきっかけとなった記事であった。
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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 ―
２０１０年２月１８日（木）18：30～20:30
記録 岩坂正雄

出席者(敬称略)
メ

ン 佐古・田中・藤井・望月・芳澤・横田・大谷
新本・丸尾・正野・宮本・山内・尾北・中野
岩坂・加藤・伊藤・
メネット伊藤・望月・丸尾・初田
ゲスト・ビジター
三木 求（和歌山）
以上２２名

２０１０年 ３月報

方式によって次の通り次期役員が決定された。
会 長 大谷美佐子
副会長 横田憲子
書 記 丸尾欽造
尾北 昇
会 計 望月 強
藤井敬子
（次期役員の方々）

〈クラブ研修会の報告〉担当：山内信三君
山内実行委員長が作成された５ページにわたる詳細な内
容記録（別紙配布）にもとづいて報告がなされた。その概
要は次のとおり。
日 時 ２０１０年２月１３日（土）
13：00～18：50
場 所 以和貴荘
参加者 芳澤・大谷・田中・望月・横田・中野
新本・正野・山内・佐古・青野
内 容
1 「河内クラブの現況について」
発題：芳澤 進行：大谷
2 「阪和部の現況について」
発題：正野 進行：佐古
３ 「ファンド基金の徴収方法について」
発題：中野 進行：田中
懇親会、進行：山内
〈会長のサプライズタイム〉
会長だよりで求められていた「赤色のもの」持参者に会
長プレゼントとしてイスラエルの「死海の塩」が一袋づつ
プレゼントされた。入浴剤として肌の美容アップに効果あ
りとのこと。
以上

タイム・オブ・ファストの２月例会はＢ班担当で中
野義彦君の司会で定刻に会長による開会点鐘。
今夕ただ一人のビジターは和歌山クラブの三木
会長。挨拶の冒頭「あれから６０年・・・」と、
和歌山クラブ創立６０周年記念例会（昨年１２月
１３日）への参加と協力に対し、別紙の感謝文と
各メディアで報道された記事プリントが配布され、
「例会の辞で見せた私のあの涙は、本物で、私の
真情の吐露でした」と感謝の言葉を述べられた。
〈インフォメーション〉
丸尾
◎スペシャルオリンピックスの聖火の採火・分火
式が多数の有名スポーツ選手、芸能人を招いて挙
行されるのでご参加を。
（3 月 5 日 金曜日 12：30～15：00）
◎東Ｙボランティア感謝会に参加ください。
（３月６日 土曜日 18：00～）
正野
◎増石さん提供のクリスマス例会の写真と４年前
の例会写真を壁面に掲示しています。４年若いご
自分の写真を自由にお取りください。
◎阪和部の YY フォーラム（YY ひな祭り）が近
赤い服、赤い帽子
づきました。ご出席、ご協力を。
赤いセーター
（２月２７日土曜日 12：30～16：00
赤い
トマト
土佐堀 YMCA 10Ｆチャペル）
etc・etc
横田
ホームページで見ていただく
とよく分るんだけど・・・
◎クリスマス例会の収支は順調に済みました。
◎お年玉ハガキの当選切手をご提供ください。
〈会長の時間〉
クラブ研修会参加者です。
◎ “Time of Fast”の意義は飢餓で苦しむ人た
ちのことを想い、私たちの一食分の費用をその救
済運動に捧げることです。今夕のパンひと切れで
その意味を覚えましょう。
◎2/13（土）のクラブ研修会は、半日プログラ
ムであったが、とても濃密な内容であった。
◎阪和部主査会・評議会（2/20 南Ｙ）
、YY フォ
ーラム（2/27 土佐堀Ｙ）
，ボランティア感謝会
（3/6 東Ｙ）には多数のご出席を。
〈次期役員選挙〉
次期役員候補者選考委員会の山内委員長より、候
補者選定の経過説明があり、つづいて選挙管理委
員会（山内・丸尾）により選挙作業が進められ、会員数２
２名中、出席１８名、委任状４名による信任投票
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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

２０１０年 ３月報

テープ起稿 大谷美佐子

山内 今日の赤い企画 楽しかったです。
宮本 三木会長遠いところ有り難うございました。クラブ役員さん来期頑張って下さい。
加藤 次期役員に選ばれた方々ご苦労だと思いますが宜しくお願いします。
伊藤 新役員の皆様宜しくお願いします。女性会長の大谷さん期待しています。
伊藤メ 結婚のお祝い有り難うございました。2 月で５０年の金婚式を迎えました。赤いものでテンションが上
がりました。
丸尾メ 「赤いもの」を主人とアレでもないコレでもないと楽しみにしていました。新役員さん
宜しくお願いいたします。主人に誕生祝、私達には結婚祝い有り難うございました。43 年目で
す。
望月メ 楽しい例会でお塩を頂きましたので今度の例会はお肌ツルツルで・・・来ます。
初田メ 大藪さんがメネット会長を引き受けられたこと凄く嬉しいです。どのように説得された
のでしょうか。
岩坂 何よりも嬉しいのは大谷さんが次ぎの会長になっていただくことです。どう
ぞ宜しくお願い致します。
望月 会計に当選しました望月です宜しくお願いします。
尾北 ＴＯＦ例会を完全に忘れていました、大阪府の監査がありまして其の事で頭がいっぱい
で・・・家にはご飯要らないと言ってきて しまったなぁと。監査はお褒めいただき無事終わりま
した。ご報告いたします。
横田 私、今年に入って「どうも血圧が高いなあ」と思っていました。今日やっと解かりました、
候補者に入っていたので。皆さんの期待に答えないと と思うと気が重いです。
正野 私も「今日は晩御飯要らないから」
・・・とは言ってきませんでした。
（ハハ・・・）
芳澤会長の発案、アイデァは学ぶところが多いです。和歌山クラブも今日例会ですのに三木会長
がお礼にわざわざ来て下さって有り難うございます。姪っ子ですが、つかまり立ちをしています、もう直ぐ歩く
のでは。
（クラブの皆が成長を楽しみにしています）
佐古 35 年にこだわらずに新しいことをドンドンやって行って下さい。年寄りは付いてゆきます
新本 新しい役員さんも決まりクラブの 35 周年の歩みも計画されて大変幸せな事です。亡くな
った初田さんの事も取り上げて、しっかりとブリテンを 30 年間もやっていただいたこと記して
いただきましょう。私たち今日は赤い血潮を燃えたたせて集まりました。
丸尾 今年のセントラルリーグの優勝は広島カープです（赤いジャンバーとボウシがピッタリと似合っていましたよ！）
三木（和歌山） 次期会長に大谷さん決まりおめでとうございます。今後とも宜しくお願いいた
します。クラブ研修会の主題に沿ってご報告され、真剣に半日研修されて、和歌山クラブも同
じような問題も抱えています、その中で特に気になったのがＴＯＦの月も 1000 円貰ってい
るとの報告がありました、後で払っておきます。
（笑）
中野 三木会長どうもありがとうございます、河内クラブの足しになります。
大谷 皆様今日は有り難うございました。河内クラブ皆様は本当に「純粋だなぁ」と思います。
その熱き赤い血潮を来期に向けてどうぞ宜しくお願いいたします。
芳澤 純粋な芳澤です、大谷さんおめでとうございます。是非とも支えて行きたいと思います。
この「赤い」企画滑るな~と思っていたのですが持ち応えました。はがきを毎月出しています、
13 枚たまればハワイ旅行に招待します （大きな歓声と笑い声・・聞こえます？楽しいジョークです）
藤井 結婚祝いを有り難うございます。諸先輩方の年数を聞いていますと足元
にも及びませんその年数まで夫と仲良く暮らして行けたらと思います。
田中 就任おめでとうございます。親父も今年の 8 月に 99 歳になります。
一人暮らしで元気に頑張っています、あやかりたいものです。
本日の にこにこは \１９，０９１－ でした。
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第３5 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
２０10 年２月２５日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

芳澤・田中・大谷・尾北・藤井
横田・濱添・望月・正野・伊藤
３月例会 ３月 18 日（木）6；３０～8；30
サンホーム
担当：Ｃ班
ゲストスピーカー
山田 稔（龍学）氏
「護身術 実践」

例会役割分担
司会
望月 強君
聖句朗読 大谷美佐子君
食事手配 横田憲子君
食前感謝
山内信三君
にこにこ
伊藤・望月両メネットさん
受
付
伊藤圭介君＆藤井会計
音楽担当 受付担当兼務

3 月号ブリテン原稿
例会報告
河内クラブの近未来予想
役員会報告
Ｙニュース
サンホームニュース

山内信三君
芳澤伸之君
横田憲子君
鈴木えみ さん
尾北 昇君

メネットコラム“いちおし！”岩坂・大藪・尾北 各メネット

にこにこテープ起し
大谷美佐子君
巻頭言
横田憲子君
原稿締切は 3 月 26 日です。厳守！

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1． ４月例会の件 担当 →Ａ班
（丸尾・佐古・尾北・大藪・藤井・宮本・加藤）
参考：４月は Y サ・ASF 強調月間です
佐古 Ys より｢ケニヤの青年たちと｣でゲストスピー
カーの紹介があったが、担当班長、欠席のため後日
会長と検討。
2. ＳＯより、西日本区大会でブースを設けたい件
会長からの申請を要す。区の申請用紙未着。一任す
る。
3. 3 月 6 日（土）の卒 Y 式卒業生への記念品につい
て＆出席者
4：00～6：00 の東Ｙ運営委員会の中で贈呈が行われ
る。会長ほか運営委員列席。引き続き 6：00～ロビ
ーにおいてボランティア感謝会。クラブからの記念
品は正野 Ys が卒Ｙ７人分の用意
4. 奈良 傳賞候補者推薦の件
会員推薦にあたり、会長において文書作成す。
5. YY フォーラム 2 月 27 日（土）
土佐堀 Y→Y サ主査・正野氏を支援するに当たり役割
を分担。10：30 集合。湯呑搬入。会計受付。名札。
出席者はワイズ３０人、リーダー・スタッフ合わせ
て２８名で６０名位の会になる見込み。
6. 映画 able４「INCLUSION」製作への寄付協力依頼
メネット会宛の依頼文書故、メネット会長に諮る。
7. 次年度における次々期理事候補者の推薦
該当者なし。
8. らくらく車椅子登山 4 月 25 日（日）に向けて
次期の実行委員長の決定を見て、実行委員会を立ち
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上げる予定。第１回の準備会の日にちを調整中。
9. サンホーム車椅子清掃・メンテナンスについて
3 月 20 日（土）1 時～3 時に実施する。5 回目になり
ＣＳと協議し対外的に協同を呼び掛ける。
10. 桃の里幼稚園草刈清掃について
3 月 13 日（土）1 時～3 時実施。例会前で有るから
連絡網を通じ会員に周知する。
11. 日本ライトハウスへの支援金・募金について
振り込み依頼があった。例年通りの額を今回は持参
せず振り込みとする。
12．滋賀蒲生野クラブ 20 周年記念例会
お祝い金について
規定通りお祝い金を準備する。
13. 阪和部部則施行細則の改定の件について
案に賛成する。
14. 国際大会ロシアワイズ VISA 申請等について
横浜国際大会後深夜バスにて ワイズ１７名位・ユ
ース５名が関西に来られる予定。この方たちの４泊
５日のホームスティー先を河内クラブや阪和部でお
願いしたい旨が伊藤圭介メンよりある。さらに河内
クラブ３５周年記念とロシアからの訪問の歓迎会を
一緒に行うという説明があった。この会の委員長と
日時と場所の準備委員会をチャーターメンバーと芳
澤会長と大谷次期会長を加えて話し合う予定。
国際大会での河内音頭に関しては担当者からの連絡
は未だなしという報告。

《報告事項》
１. 会計より
後期区費及び TOF・BF 等の送金は完了しました。
2.東山荘創立 100 周年記念募金のご報告
3. 滋賀蒲生野クラブ 20 周年記念例会
3 月 7 日（日）於：ホテル ニューオウミ
11 時～
9 名列席
4. 次期会長・主査研修会 3 月 13 日（土）～14 日
於：チサンホテル新大阪
大谷・正野参加
5. 第 13 回西日本区大会
６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島
登録者把握 望月夫妻・芳澤・横田・田中・大谷
伊藤・正野・佐古・丸尾
6. 国際大会 ８月５日（木）～８日（日）
於：横浜 参加予定者
望月夫妻・伊藤・丸尾・大谷・山内

《連絡事項》
1. 3 月 5 日ブリテン印刷・発送
2. 3 月 27 日（土）なごみ（予定）
Mini News わいわい村で桜を植えました。
２月２１日（日）阪和部桜植樹会の今年度分、１０
本の桜を植えました。計３２本の樹が植えられた事
になります。植える場所が残り少なく、目標の５０
本は無理かもしれません。今後は、枯れたり、除草
の際に刈り取られた木のメンテナンスを続けます。
（参加者）
高岡（サウス）
望月夫妻
田中夫妻
高岡園芸
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阪和部第３回評議会報告書

会長 芳澤 伸之

日 時 2010 年 2 月 20 日（土）14：00～17：00 会 場 大阪南 YMCA 2F ライブラリー
〈協議〉
１．部則 第８条の確認（定数確認、議決の確認）
２．協議事項
第１号議案 第２回評議会議事録の確認（承認）
第２号議案 次期における次々期部長選出の件（大阪河内クラブが受諾）
第３号議案 部則施行細則の改定（各クラブが持ち帰り協議返答のこと）
第４号議案 大阪サザンスカイクラブの状況について
３．報告（確認）事項
① 西日本区関係（国際の状況）
国際大会参加要請・部の英語表記の件について・アジアエリアの件・国際の会計年度変更
② 大阪 Y チャリティーランの日程について
2010 年 11 月 23 日（祝）決定
2011 年 10 月 10 日（祝）決定
③ スペシャルオリンピックス大阪大会の状況について
夏季ナショナルゲーム・大阪大会火採火式・分火式
実施日時 2010 年 3 月 5 日（金）13：30～15：00
会
場 和宗 総本山「四天王寺」
④ アジアエリア・エクステンションに関する会長選挙の確認
活動報告・・
⑤ 写真（画像）の依頼
写真にまとめてお手元に
⑥ 部報の発行について
お配りしております。
第３報
6 月 1 日号発行
原稿締切り 5 月 22 日（土）
と、ここでもアイデアを発揮
配 布
6 月 19 日（土）第４回評議会
する芳澤会長
ＹＹフォーラム

わいわいひな祭り

報告

阪和部Ｙサ・ユース事業主査 正野忠之
２月２７日（土）
、土佐堀ＹＭＣＡの国際文化センターにおいて、Ｙサ・ユース事業と
して、ＹＹフォーラム『ＹＹひな祭り』が開催されました。これは私が「リーダーと
の触れ合いを中心に」をテーマに阪和部で活動を行ってきましたひとつの形として、
リーダーを招き、ワイズとの交流を目的として企画されたものです。岩坂ワイズにご
多忙な中、講演の時間をとっていただき、また、河内クラブのメン、メネットのみな
さんの労を惜しまないご協力のおかげをもちまして、リーダー２４名、ワイズ３１名、
ＹＭＣＡスタッフ３名の参加を得ましたＹＹフォーラムを無事終えることができました。
会場には横田ワイズ、新本ワイズご提供のものを含めまして４つの歴史あるひな飾りが飾られ、
豪華絢爛としたひな祭りとなり、また、伊藤メネットより菜の花をお持ちいただき、彩りを添えて
いただきました。
ワイズってすごいな！ 河内クラブってすごいな！ これが私の一番の感想です。みなさんに支
えられたこの会を今後のワイズ活動につなげていくことが、私の与えられた役割だと思っています。
本当にありがとうございました。最後になりましたが、今回のひな飾りのうち、和歌山ＹＭＣＡの
ボランティア会員の方より寄贈という形でご提供いただきました２つの七段飾りは、ＹＭＣＡの松
尾台、しろがね幼稚園へお嫁入りすることが決まりました。ご報告いたします。

東 Y リーダーと総合司会
する正野主査
岩坂 Ys・基調講演

お雛様を学ぼうと題し
ご講演、テーブルコー
ディネーターの土田さん

手作りの雛菓子が

いっぱい！！

―５―
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入校されませんでしたので、編集部で確認できているニュースを列記しま
す。
① ３月６日に卒Ｙ式があり、７人のリーダーが卒業しました。
② ＹＹフォーラムに２名のリーダーが出席し、奈良や和歌山、南Ｙのリ
ーダーや多くのワイズメンとの交流で貴重な体験をしました。
（原稿 未達）

東 YMCA クリスマス献金プログラム
２月７日（日）
「ふれあいサロン」 １１：００～１５：００
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
御厨東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２７名でした。ワイズ
の横田さん、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、絵手紙教室、折り紙教室、効果測定（筋力・バラ
ンス感覚などの測定）
、嚥下体操、ストックウォーク等のプ
ログラムがありました。久しぶりに会われた方もいらっしゃ
り、
「とても楽しかったわ。
」と喜んでおられました。
投稿 『この頃の鈴木』

ソウル訪問

東 YMCA 鈴木 えみ

昨年末から今年のお正月にかけて、韓国ソウルへ行ってきました。日本と一番近い国なのに今まで渡航経験がなかっ
たので、とっても楽しみにしていました。女性二人のソウル旅行となれば・・・
「あかすりエステにショッピング。そ
して韓国料理に舌鼓！」が定番なのですが、私の旅は違います。
「エステなし」
「あかすりなし」
「ブランド物のショッ
ピングなし（買ったのは韓国のりと BB クリーム）
」
「B 級グルメあり」の旅。そしてメインイベントは DMZ へのツア
ーに参加することでした！
DMZ とは「DeMilitarized Zone」の略で、訳すと「非武装地帯」となります。感のいいかたはもうお気づきでしょ
うか？韓国と北朝鮮の国境地帯を見に行ってきました。DMZ にはソウルからバスで約 1 時間で到着します。ここは 2
国間の国境から南北に 2Kｍ、朝鮮半島を東から西へ帯状に伸びている地域のことです。なぜ、国境だけでなく DMZ
を作ったかというと、現在韓国と朝鮮は終戦ではなく休戦状態で、再び交戦しないように DMZ 区域内は武装しないと
取り決めを交わしたとのことでした。
DMZ ツアーには、展望台から北朝鮮の開城（ケソン）工業地帯を眺めるプログラムと、北朝鮮が掘った地下トンネ
ルツアー、韓国で一番北朝鮮に近い駅 都羅山駅構内ツアーなどがありました。そのなかでも、今回はケソン工業団地
を一望できる展望台での出来事と DMZ のフェンスについてお話します。展望台からは北朝鮮のケソンの町が見えます。
望遠鏡で見ると、工場の建物の輪郭などはっきり見えますし、街のたたずまいもなんとなくですがわかります。それか
ら韓国の山と北朝鮮の山は違います。どうちがうかというと、北朝鮮の山は緑がなく茶色の山肌がむき出しになってい
る山が多いです。韓国側は緑が豊かに茂る山です。あいにく行った日は、曇っていてうっすらとしか見えなかったので
すが、晴れた日には山の中腹に大変大きな金日成の像が見えたりするそうです。国境を挟んで韓国側にも北朝鮮側にも
共通して「あるもの」がありました。それは掲揚台とそれぞれの国旗。最初に韓国が作ったそうですが、のちに北朝鮮
も作り出し、北朝鮮の掲揚台は韓国のよりも高くつくったそうです。そして常時国旗は掲揚されているそうです。この
光景を見ると「同一民族であっても 2 つの国家があり、互いを主張し合っているんだな」という現状が理解できまし
た。DMZ は非武装地帯であり、人が住んでいる村があるのは韓国側に 1 か所だけだそうです。人が入らなくなった地
域は、生物の楽園となり、朝鮮半島の動植物の希少種が多くみられるそうです。休戦が生み出した「生物の楽園」とい
うのも、胸のどこかでひっかかるものがあるのは私だけでしょうか？？？
バスが走る道路は、韓国側の DMZ 地帯のフェンスつたいに伸びています。そのフェンスを見ると上はもちろん有刺
鉄線が 2 段に取り付けられ、到底すり抜けることは不可能と思われるような状況です。けれども亡命者は命をかけて
そのフェンスをすりぬけ、ある人は韓国に、そしてある人は北朝鮮を目指します。
（韓国人でも北朝鮮への亡命者はい
るそうです。
）そして、フェンスには石ころが５こずつはめられおり、これは侵入者が居たかどうかを確認するための
システムで、毎朝、兵士はフェンスの石ころが落ちてないかを確かめるそうです。朝の見回りで石ころが道に落ちてい
るのを発見したら、それは侵入者が居た可能性があるというしるし・・・亡命者は川が凍る冬の季節に、凍った川を歩
いてくるそうです。そして、そのフェンスは数 KM という長さではありません。朝鮮半島の東西の長さがこのフェン
スの長さです。それを毎朝チェックするというのは、この両国が平和でないことを象徴する事象だと感じました。
つづく

－6－
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「いちおし！」
連載 ＮＯ 64
水中ウオーキング
伊藤 玲子
永年の持病の腰痛、膝痛が治らず足を引きずった
りして毎日悩んでおりましたが出来るだけ自分の
力で治したいと色々試みました。6 年前近くのスポ
ーツ施設で流水プログラムがあるのを知り直ぐに
申し込み会員になりました。
以来一進一退乍ら悪化はせず 6 年間、週 2 回通っ
ています。 宇宙飛行士の訓練も水中でするくらい
水のなかでは体が軽くなり負担が少なくなった分
思い切り手足の動作も大きく、大きく動かせます。
先ずプールの中のウオーキングから始まり呼吸法
と併せて手と足、体の筋肉を少しずつストレッチし
ます。
ビニールの水中板や太い浮き棒を動かし乍ら歩い
て筋肉運動もします。先生が 1,2・1,2 と声を掛け
て頂くリズムに併せて運動出来るときは体調が良
い状態の時です。適当に汗も出ているようで、体重
は３００ｇ位減っています。後は水分補充を心がけ
ています。狭い８ｍのプールで一人の先生が一人の
生徒に合ったプログラムで 30 分間集中して運動
することが出来満足しています。
この水中ウオークをこれからも永く続けていき
たいと思います。水着もカラフルに３、４着交互に
着回してプールタイムを楽しんでいます。
腰痛は別にして私の一押しは「健康保持に水中ウ
オーキングは如何でしょう。」です。

２０１０年 ３月報

「河内クラブの近未来を語る」
山内信三
所属している教会でも教会員が高齢化し、5 年後、
10 年後を考えると色々と心配になり親しい方々
とも話合う時があります。若い世代は仕事が忙しく、
日曜日は貴重な休日で、教会に来る余裕がない。親
しく話しする友人が無く、礼拝だけでは長続きしな
い。宗教への関心が薄れ、キリスト教に限らず天理
教、仏教でも信徒の減少が見られ、こうした傾向は
世界に広く見られる事だ・・等々、一般論に終始し
てお互いになんとなく納得して次のステップに話
が発展せずに終わってしまいます。
ある人は「そんな事心配しなくても良い、教会
はイエスの誕生以来 2000 年続いて来たので、
大丈夫だ」と楽観論を言っていました。成程と感
心しましたが「そうかな？」との疑問も持ちまし
た。
教会の機関紙に寄稿された古くからの会員の
方々の手記を読み直して見ますと、周りの方々の親
切な言葉や笑顔、バザーなどで一緒に活動する体験、
話合いの場、困った時の親身の助け・・等の長年に
わたる積み重ねが読み取れます。無関心、成り行き
まかせではなく、相手の立場に立った心遣いや思い
やりを大切にする事が、家庭、教会、Ｙ‘ｓと人々
の集う場での一つのポイントだと思います。
（次号のコラムは芳澤 Ys です）

今号から このコラムのテーマをリニューアルします。
メネットの「いちおし！」を賑やかに語って頂きます。
お店・スイーツ・ビューポイント・映画・演劇なんでも・・・
おすすめ情報を存分に書いてください。

ゲストスピーカーの山田

稔（龍学）様

プロフィール

昭和２２年東大阪市に生まれ、昭和４５年大学卒業後、家庭教師で教えていた生徒たちに泣きつかれ、
学習塾という形を変えて指導しました。
年月を重ねる内に、想像以上のストレスと運動不足を感じ、たどり着いたのが、昭和５０年第２世霊
雲臥龍宗師家率いる、日本古伝正法不動禅少林寺拳法だったのです。突き・蹴りは勿論、関節技も数多
くあり、棒・刀・短刀等を使った技等、多種多様なのです。
形（かた）の中にいろいろな技が入っており、これらの手解きを受ける時が大変だったのです。口伝
体得の精神なので、理屈ではなく実践で覚えなければならず、練習後は、手足を引きずりながら帰る日々
が続いていたのです。そんな苦労の末、昭和５３年、やっと念願の初段を取得しました。平成２年六段
を頂き独立を許され、他の師範共々、武備志拳法を立ち上げ、平成５年第１回全国選手権大会を催すこ
とができました。今年、第１８回目を迎えるまでになりました。自己の修養を怠ることなく、師匠の教
えを更に広め、若者の育成にも力を注ぎ、平成１７年七段を印可していただきました。
今、｢高齢者ほど理解しやすい少林寺拳法｣と銘打って４０～７０歳代男女の方々を指導しています
が、若者には負けない元気さとバイタリティーに驚かされています。皆さんも是非参加していただいて、
今すぐ覚えられる技を護身術にしてください。
今回、私と一緒に演武をやっていただく方は、独立当時よりの同士である渡辺龍徹六段です。

―７―

Y’s Men’S

Club Of Osaka Kawachi,

HAPPY BIRTH

Region Japan West

DAY

March 2010

WEDDING ANNIVERSARY

３月
藤井 敬子 １９５１年３月 ２日生

田中惟介＆加代子夫妻 ３月３０日

佐古 至弘 １９３２年３月１６日生
岩坂 正雄 １９３２年３月２９日生

日本区通年強調目標 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

EF・JWF

EF・JWF を通してワイズ活動を考えよう。

3 月－4 月の予定
3月
５日 ブリテン印刷・発送
６日 東Ｙ運営委員会・ボランティア感謝会
７日 蒲生野Ｃ 20 周年祝会 11 時～
13 日（土）桃の里除草 １時～３時
13～14 日 次期会長・主査研修会 チサンＨ
18 日（木） 例会 サンホーム６階
20 日（土）車椅子メンテナンス １時～３時
25 日（木） 役員会サンホーム６階
27 日 なごみ（予定）

4月
２日 ブリテン印刷・発送
１5 日（木） 例会 サンホーム６階
２2 日（木） 役員会サンホーム６階
２５日（日） らくらく車椅子登山

奥田一彦

ファンド事業主任

35 周年実行委員会だより
2 月 18 日、例会終了後、第 1 回 35 周年祝会実行委員
会が持たれました。
*35 周年の企画はチャーターメンバー・岩坂交流事業委
員長及び現、次期会長で進める。
*横浜国際大会後に日を決め、ロシア、韓国等の Ys を祝
会に迎え、歓迎・交流の場としてはどうかと検討中。
*上により、日時は大会終了後の日程で考え、夕刻の時間
が候補に出ている。
*次回までに、各自プランを考えてみる。

第 2 回実行委員会予定
日 時 2010 年 3 月 20 日（土） 18：30～
場 所 サンホーム
審議事項
1 委員長の選任
2 基本案の討議（テーマの確立、日時、会場、会費、役
割の決定など）

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
大阪河内クラブホームページアドレス

東大阪市御厨南３－１－１８
TEL 06-6787-3733
http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind From Kawachi

リーダーが組織を動かすために心がけること。行動で示す。態度で示す。言葉の
限りを尽くして説明、説得する。 そこで大切なのは、近年よく使われる Literacy（和訳：識字 読み書き能力。

情報の応用力。情報を受信するだけでなく、発信できる能力も含めた活用力。狭義には、コンピュータやネットワークを
活用して情報やデータを扱うための知識や能力のこと。）発信する側も、受信する側もその能力を高める努力が求

められる。編集子においても伝える、読まれるブリテンにするように努めているつもりだが、難解な言葉を使
ったり、隠喩を多用したり、書きぐせが 露骨に出てしまいがちだと反省すること、しきりである。
難しいのは用語。たとえば上手、下手をどう読まれるか。文脈からは かみて、しもて と読めても、一読し
た時、じょうず、へたと 読みすごされる。すると内容の前に、カチンときて馬鹿にしてる・・・となってし
まうのだ。
むつかしい。
この文も読み手に対する要求と解されると、たぶん・・・
誤解を恐れず精々編集作業を楽しもう。自分が楽しんでいれば、伝わることもあるだろう。
編集子

―８―

