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２０１０～２０１１年度【主
題】
クラブ主題
ワイズ事業に活力を！

大谷美佐子
阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。
“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ）
西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ”
副題
泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル）
アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
スローガン

“Realization of World Peace through Y’s Activities”

高田

「世界平和をワイズの手で」

国 際 主 題“Once More We Stand”
「心新たに立ち上がろう」
“Build a Bridge to the Future”

スローガン

一彦（横浜クラブ）

藤井寛敏（東京江東クラブ）

「明日《あす》への橋を架けよう」

【今月の聖句】ガラテヤの信徒への手紙 ３章２８節

（選・解説 岩坂正雄）
「そこではもはや、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人も無く、男も女もありません。
あなたがたは皆、キリスト・イエスにおいて一つだからです。
」
―

終戦記念の月。クラブ３５周年を期して日本で初めて、ロシアのワイズとの IBC 締結が成った。
韓国済州クラブに加えて国際的な交わりの輪が広がったことを喜びましょう―

『 平和への祈願』
新本英二
8 月記念例会プログラム
日本は 1945 年 8 月 15 日太平洋戦争に敗れてより 65 年経
8 月１0 日（火）サンホーム
過した。この年数は人間の生涯に匹敵する。この期間日本では、
5：30～8：30
さまざまな出来事があったが、戦争を知らず平和に過ごせた。
第１部 司 会
正野忠之君
開会点鐘
大谷会長
これは国際社会にあってもきわめて貴重な期間であった。この
ワイズソング
一
同
期間中にわが国は、無一物の中から現在の繁栄国に成長した。
聖句朗読
新本英二君
多くの人々は、戦争を知らない、忘れてしまっている。先日 7０歳くらいの
会長挨拶
大谷会長
婦人が 1945 年 3 月大阪大空襲の夜の出来事を、現在生じたような口調で
来賓 祝辞
① ②
話される講演を聞いた。上本町九丁目付近の住宅地に居住していたようだが、
記念品贈呈、東ＹＭＣＡ館長謝辞
夜の焼夷弾攻撃で大阪市内の商店街、住宅地の大半が消滅した。燃え盛る道
ＩＢＣ締結報告
伊藤圭介君
路を天満橋まで逃げ大阪府庁に避難したと状況を聞いた。幼稚園児の女子の
オゼルキクラブ代表 挨拶
体験は現実の地獄体験であった。戦争は国際条約も国際協定も踏みにじって
アトラクション ラビアンローズ
しまう。Ｂ２９大編隊による夜間無差別大空襲は、広島長崎の原爆攻撃と同
大２部 司 会
芳澤伸之君
出席者紹介
様のものであった。同年 6 月大阪砲兵工廠を目標の 1 トン爆弾攻撃で大阪
食前感謝
松岡虔一牧師
は壊滅した。ＪＲ環状線は戦時中城東線、この城東線の京橋~森之宮線路両
乾杯
側が工場地帯であった。ここが戦後森林公園となって時の経過が、なにもか
食事・歓談
も隠してしまった。京橋駅階段に 1 トン爆弾が直撃して、空襲避難の中学
閉会挨拶
望月実行委員長
生が多数爆死した。1948 年大阪に来た私は京橋駅がむき出しの丸太材木
閉会点鐘
で組み立てられたプラットホームであったのを眼前にした。近代戦争はすべ
てを消滅させることを再認識したい。日本キリスト教団では 8 月を平和祈願の月としている。日本のワイズメ
ンは過ぎ去った日本の状況を回顧して、戦争はさせないとの思いを祈願したい。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
７月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１０年７月１５日（木）18：30～20:30
記録 芳澤伸之

メ

ン

田中・藤井・望月・芳澤・大谷・中野・杉村
正野・尾北・佐古・伊藤・岩坂・加藤・丸尾
横田・新本
メネット伊藤・大藪・新本・丸尾・望月・初田・中野
ゲスト・ビジター
今井利子（なかのしま）三枝 隆（奈良）
山口 肇・山口守雄（サウス）
石丸 綾（奈良Ｙリーダー）
以上２８名

大阪河内クラブ第３６代会長・
大谷美佐子丸の出航です。
緊張感の中にも
満面の笑みを湛
え開会点鐘が会
場を響きます。会
長主題「ワイズ事
業に活力を」は亡きご主人、大谷幸璋
氏の主題を引き継いだそうである。
笑みの中にも引き締まった目元。今期の多くの事
業に取り組もうとする眼光が光っている。
今期はことのほか重量感のある
事業プログラムが内外に満ち溢れて
おり、事業委員長を中心とした協力
を要請された。直近では横浜国際大
会で、ロシア区サンクトペテルブル
グ部オゼルキクラブとの IBC 締結式
と３５周年記念例会。多くの人との
交流で国際交流の機会を大切にし、
国際クラブとしての本領を発揮しようと力強く述べ
られた。
西日本区からは丸尾欽
造メンに JWF 管理委員、
正野忠之メンにワイズリ
ーダーシップ開発委員の
委嘱状が手渡された。
その後クラブ事業委員長及びプロジェクト委員長
から今期の抱負が述べられ、大谷丸の航海も順風満帆
の船出である。
全国リーダー
研修会のアピー
ルをする
奈良ＹＭＣA
石丸リーダー
（ＩＢＣへのプレゼント）

３５周年祝会の手順を詳
細に説明する芳澤委員。
会長経験を経て風格の様
なものが漂っているナア。
と感じさせるナア。
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2010～2011 年度
大阪河内クラブ活動計画
大阪河内クラブ会長

主題

出席者(敬称略)

２０１０年 ８月報

大谷美佐子

「ワイズ事業に活力を」

１.活動計画
・35 周年例会と祝会・歓迎会の開催
・ＩＢＣ締結（横浜国際大会に於いて）
長年の交流をへてロシア区サンクトペテルブ
ルグ部オゼルキクラブと締結
・国際交流の機会を大切にしよう
今期は日本での国際大会開催です。多くの人との
交流で学ぶべき機会があります国際クラブとして
の本領を発揮しましょう
・ＹＭＣＡスタッフ、リーダーとの関係を深める。
将来のワイダムを担うであろう若者の海外交流
を確立する準備の年にしよう
・じゃがいもファンドの発展的継続
昨年に引き続きワイズ理解者としての裾野を広
げよう、そしてＥＭＣにつないで行こう
・地域との関係
らくらく登山やロビー展そして和み等地域に密
着したものとしよう
・スペシャルオリンピックス
大阪で開催される「スペシャルオリンピックス夏
季ナショナルゲーム」に協力・支援しょう
２.クラブ役員・委員長の構成
（プロジェクト委員長のみ記す）
ハムクラブ；丸尾欽造
ロビー展 田中惟介
研 修；中野義彦 ジャガイモ； 望月 強
らくらく登山；丸尾欽造
ドライバー；岩坂正雄
３５周年；望月 強
新年合同例会；大谷美佐子

各事業委員長方針発表
ブリテン編集部方針
編集長 田中惟介
1. 従来のフォームを守り、“読まれるブリテン”を
目指します。
2. 郵送部数を削減し（前年度＝８５部）
７月発送＝７２部。ＨＰへの誘導を明確にしたい。
3. 後継編集長の選出を早急に進めていただきたい。
スキルとデータの引き継ぎには半年を要すると
思います。
4. Wind from Kawachi の充実を図り、部や 区に
まで風を送れるように心がけたい。
5. 引き続き、ヴィジターへ、ブリテンを送付します。
Ｙサ・ユース事業委員長
正野忠之
今年度も引き続き、Ｙサ・ユース事業を担当する
ことになりました。部の主査も同様です。リーダ
ーとの触れ合いを中心にという姿勢は昨年度か
ら変わりません。ブランチである東ＹＭＣＡとの
関わりを今年度も深めていきたいと思います。
具体的にはＹサ・ユース事業申請ができる事業を、
協議しながら作っていくことです。西日本区から
の資金援助を有効に活用できる企画を、この年度
で具体化できればと思います。

大阪河内ワイズメンズクラブ
地域奉仕・環境事業委員長
芳澤伸之
① 事業主題「一歩前に踏み出そう、地域と共に」
（林 良廣事業主任）
② 事業方針
地域との積極的なコミュニケーションを通して相
互理解を深め、ワイズ活動との接点を見つけて、ど
のような奉仕が出来るのかをクラブで考える機会
を増やしたい。
従来の
“らくらく車椅子登山１５年目”
“サンホーム
大掃除”
“サンホーム車椅子清掃”
“桃の里幼稚園草
刈”
“ティンカーベル旅行手伝い”
等々の奉仕事業継
続と今期はＣＳ資金援助申請が出来るようなプロジ
ェクトを組んでみたい。活発な地域奉仕活動のアピ
ールでも良し、
活発な省エネをアピールするも良し、
河内クラブらしい事業資金申請が出来るような活動
を行って行きたい。
③ 事業計画
ＣＳ献金（お年玉年賀はがき当選切手）
目標 １，５００円/１人
ＴＯＦ献金
目標 ＄１６/１人
ＦＦ献金
目標 ８００円/１ファミリー
ＥＭＣ事業委員長
中野義彦
今期新入会員の目標として 3 名程と考えております。
新入会員に関し、まずオリエンテーションを行うこと、
オリエンテーションは EMC 委員と幹事会が協働で内容
を吟味し 2 名程度で行う、ワイズメンズクラブ、河内
クラブの組織、内情を充分に理解していただくこと、
この事により、例会への出席率の向上、各プログラム
への参加がより向上するのでは と考えております。
ファンド事業委員長

４月２８日に予定される記念式には多数参席して、お
祝いと交わりの時を持ちたいと願っています。

広報事業委員長

伊藤圭介
広報とはと自問しましたが、砕けて言いますと、河内
クラブの活動を外部に宣伝するのが主目的と理解しま
すと：
１）
8 年以上続いている外国向け英文ホームページを国
内にも積極的に発信する。同時に海外からデジタルで
来るブリテンを国内のワイズメンの皆さんへ転送する。
２）EMC 活動に繋げる為にはワイズメンの面積以外に
も河内クラブの活動を効果的に広報する。
３）
“上司”の吉田 絹恵広報主査（和歌山クラブ）に
も常時活動を伝へ、阪和部全体へも河内クラブの活動
を知って頂く。組織が機能していますので結果として
西日本区全体へ河内クラブの活動が知れ渡ると期待し
ています。
４）文章で広報する一方で的確な場面を写真で捉えて
視覚に訴えたい。
纏め：結果が全てですので言いっぱなしにならないよ
うに緊張感を 1 年間保ち頑張ります。

メネット事業委員長

大藪暢子

1.メンのサポートに徹する。
その仕事始めとして３５周年祝会のお土産（アーム
バンド）を１５０組作成しました。
2.豊島神愛館への支援。
（西日本区メネット国内プロジェクト）
3.ペンギン折りを続けていく。
4.五月にメネット例会を行う、
（内容は未定）
5.食事会以外に日帰り見学ツアー等を検討中。

宮本桂子

１、 事業主題
ファンド事業はＢＦ・ＦＦ・ＪＷＦ献金を進め、ワイ
ズの発展に貢献する事です。
ファンドを集めて国際交流の輪を広げよう。
２、 事業方針
ファンド事業を通してワイズの国際理解を深め世界的
なワイズダム発展に協力する。
（１） ＢＦ・・１人＄１５（￥１５００）
（２） ＥＦ・・１人￥８００
（３） ＪＷＦ・・従来どおり
３、 事業計画
*昨年同様に個人献金袋にてお願いいたします。
*ＢＦの締め切りが早くなったので、献金袋の開
始を早めます。
*ＢＦ切手の収集と親睦を兼ねた整理作業を行い
ます。
交流事業委員長

２０１０年 ８月報

岩坂正雄

韓国済州クラブに加えて、ロシアのオゼルキクラブと
のＩＢＣ締結が実りました。伊藤 Y‘ｓのお骨折りで、
３年前からの交流の実績が実り、西日本区では、ロシ
アのワイズとのＩＢＣ成立第１号ということになりま
す。クラブ創立３５周年の節目に、横浜の国際大会の
晴れ舞台で締結式を挙行できるのは喜ばしいことです。
一方、来年は済州クラブが３０周年を迎えられます。

今期も明るく楽しい河内のメネットとして活動します。

にこにこ語録（7 月例会）
敬称略 テープ起稿 大谷美佐子

今井（なかのしま） 大谷さん力強い
年間報告頼もしく思いました。後ろ
にご主人がいらっしゃるのが私に
は良くわかります。頑張ってくださ
い。
三枝（奈良ＹＭＣ
Ａ） 奈良ＹＭＣ
Ａよりユースコ
ンボケーションに荒井みさきさんが
推薦され参加します。
石丸（リーダー） 奈良ＹＭＣＡ主催
全国リーダー研修会を成功させたいです。
山口（サウス） 私はこの地が懐
かしいです。前は近鉄の車庫でし
た。以前、現在の大溌ビルの近く
で商売していました懐かしく寄
りたいのですが快速に乗ります
と通過してしまいます。
（今日は有り難うございました）

－３－

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年８月報
山口 （サウス） 親子で来ました、
子の方です。サウスでは第二例会を
ずらし子クラブの 35 周年をお祝い
する事になりました。子クラブを大
事に！親クラブ大事にされている
かなぁ？と・・・。昼間親から電話
がかかってきて「今日暇か？」と本
当の親も大事にせなあかんと思い
一緒に来ました。
新本 35 周年頑張ろう！（大きな声パワーを感じます）
横田 私の誕生日を祝ってくださるのはワイズだけで
す。大変有り難く思っています。
初田 お誕生のお祝い有り難うご
ざいます。日曜日に子供と孫がケー
キーで祝ってくれました。「お母さ
ん後何回できるのかなぁ」と言われ
ショックを受けました。
新本メネ お祝い有り難うございま
す。宮本さんのうちわの絵すごく立
派に書かれています。
望月 35 周年よろしく！（実行委員長）

藤井 最後に時間が迫ってまいりまして、皆さんお
話をしたかったと思います、お話を次回に貯めてお
いて下さい。
伊藤 1 年間大谷さん元気で実りある成果をあげて
いただきますようお祈り致します。
正野 今日は大谷会長があんなに緊張した顔を見
たのは初めてでした。応援します。
丸尾 畑で口に虫が入りプッと吐き出したら大き
なハチでした、刺されていたら今日の河内クラブは
静かだったかも。
（何とも言いようがありませ
ん？）
丸尾メネ

大谷さん頑張ってくださいね。
（メネットさんのパワー凄いです）

望月メネ 35 周年皆さんで頑張りましょう！
中野 今日はいろいろ喋らせてもらいました、例会
2 回分ぐらい。
（大いに喋ってください）
中野メネ どうも有り難うございました。
田中 先月のブリテンの最後に書きましたが今年
は台風の発生が少ないようです。昨日、やっと 2 号
が発生しました。なんか変だと感じています。
伊藤メネ エ～、とにかく頑張ります、一生に一遍
のことやから七十？？才 の力を試してみます。4
人泊まる人楽しみ！！ （心強いです、頑張りましょう）
尾北 暫らく休んでいました。大谷会長のもと頑張
ります
芳澤 35 周年例会を成功させよう！（笑顔がステキ
です）

大谷 皆さんに色々とご協力いただき本当に感謝
しております。これからも宜しくお願いたします。
本日の
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にこにこは \１８，５６０ －

でした

第３6 期

第 2 回役員会報告

３５周年例会実行委員会を含め拡大役員会とします。

“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 Youth Activites
２０10 年 7 月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

大谷・丸尾・芳澤・田中・尾北・藤井・横田
佐古・望月・正野・新本・中野・岩坂・伊藤
8 月例会 8 月 10 日（火）5；３０～8；30
サンホーム
クラブの総力を挙げて・・

３５周年例会・祝会＆歓迎会

例会役割分担
司会
第１部 正野忠 之君 第２部 芳澤伸之君
食事担当 食生活創造室
聖句朗読 新本英二君
食前感謝 松岡虔一牧師 乾杯の発声 仁科西日本区理事
受
付 新本、中野、宮本
＆初田、伊藤、大藪、丸尾メネット
音楽担当・会場 新本、芳澤、尾北、杉村、田中
会計 中野 接遇伊藤、大谷、丸尾、望月、山内、横田

9 月号ブリテン原稿
例会報告
田中惟介君
実行委員長の評価
河内クラブの近未来予想
休 載
役員会報告
丸尾欽造君
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“いちおし！”
田中加代子さん
巻頭言
横田憲子君
原稿締切は 8 月 27 日です。厳守！

審議事項
1. ３５周年例会・祝会＆歓迎プログラム
（１）参加者見込み （総計１１０名）
・海外 ２８名・・・ロシア２６名、アメリカ２名
・国内 ８２名
（ ）は推計
阪和部 河内２６名、河内 OB３名（中山、笹川、増石）
、
サウス１２名、紀の川６名、和歌山３名、長野３名
泉北２名、堺（１）名、奈良（１５）名
中西部 土佐堀１名（灰谷）
、なかのしま１名（今井）
他部
宝塚１名（三品）
、びわこ長浜１名（臼井）
、
滋賀蒲生野２名（井之上、岩越）
その他 ３名（田中秀明、重信信人、畠平剛司）
招待
２名（末岡大阪 YMCA 総主事
仁科西日本区理事）
＊泉北クラブは増員見込みあり。
（２）横浜国際大会での IBC 締結式の流れ
（伊藤メンより説明）
（３）８／９ 金光教会での流れ（横田メンより説明）
会場は玉水記念会と呼称することを確認した。
歓迎の挨拶･･･伊藤メン
オリエンテーション･･･丸尾メン
（４）８／１０ 奈良観光について（大谷メンより説明）
特に変更なし。
（５）８／１０会場セッティングなど（芳澤メンより説明）
当日 服装はラフで良い。ポロシャツ可。
（６）８／１１ 京都観光について（丸尾メンより説明）
特に変更なし。
河内ワイズメンの参加増員要請あり。
（７）８／１２ 新大阪駅お見送り（望月メンより説明）
当日参加 OK。３０～４０名の会場を用意している
2. スタッフ・リーダー招待バーベキューについて
（B グループ担当）

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年８月報
8 月 29 日（日）13:00～15:00
予算 40,000 円（事業支援）
、食材調達 B 班
進行 正野 参加人数 40 名
会費 1,000 円
備品 東 Y 佐藤スタッフと調整
3. Y サ・ユース事業について（正野委員長）
各クラブからの申請が少ない。東 Y 支援として申請を検
討する。
（上記 2.の事業も可能では？）
4. 9 月例会の件
C グループ担当。ゲストスピーカー要検討。
5. スペシャルオリンピックスの支援募金について
締め切りは 8 月末。８／１０記念例会で募金箱を設置す
る。

6.阪和部新年合同例会
９／２３阪和部会でアピールする。
2011 年 1 月 10 日 会場：南 Y
会場は準備も含め 10:00～17:00 まで押さえている。

報告事項

奈良クラブ例会訪問記

正野忠之

７月１０日（土）奈良クラブ７月例会に出席しました。
当日は、ゲストスピーカーとして丸尾ワイズがスペシ
ャルオリンピックスのお話をされ、また大谷会長が新
会長として初の他クラブ訪問を果たされました。河内
クラブ３５周年記念例会のアピールとともに、私はＹ
サ・ユース事業主査として、全国リーダー研修会のア
ピールを奈良ＹＭＣＡのリーダー３名とともにさせ
ていただきました。また鈴木良洋ＥＭＣ事業主査列席
の下、新入会員の入会式が行われ、新年度に花を添え
ていました。

1. 阪和部会９月２３日（祝）10:00～16:00
２. 奈良クラブ 60 周年 11 月 14 日（日）奈良ホテル
３.国際大会参加日程
８／５～８
大谷、伊藤、望月夫妻、丸尾
８／６昼～８ 横田、正野 ８／６夜～８ 芳澤
４. 京都部部会 ９／１２（日）14:00～
京都リーガロイヤル 会費 10,000 円

鈴木ＥＭＣ主査の
司式の下、入会式が
執り行われた。

連絡事項
１.ブリテン印刷・発送８/３（火）
２.8 月 22 日（日）なごみ
＊チェジュ３０周年会への参加
１０月役員会にて検討する。

BBQ パーティーのお知らせ！！
８月２７日（日）１３：００－１５：００
於：サンホーム６階 会費 １０００円
夏期プログラムに大活躍されたリーダー＆ス
タッフのみなさんと、３５周年記念例会を大
成功に終えた河内メンバーが、お互いの労を
ねぎらい交流する場です。ぜひご参加くださ
い。

丸尾 Y’s によるＳＯの
話に耳を傾ける絈谷会
長。
丸尾君の尽力が夏期大
会の成功で報いられる
ことを 切に願うもの
である。

第４１回全国
リーダー研修会が
奈良の地で開催
される
三枝連絡主事と
奈良 YMCA リーダー
達のアピールに応え
よう。

東 YMCA＆河内クラブ
納涼バーベキューパーティーを
上記の要領で催します。担当はＢ班です。
準備の都合上、できる限り１２時にご集合く
ださい。

トピックニュース
青野ワイズに
第二子誕生！

六月三〇日、青野家に

第二子が生まれました。

元気な男の子で名前は

胡（えびす）君です。

コメットの誕生を

皆でお祝いしましょう。

暑中

お見舞い 申し上げます。
大阪河内ワイズメンズクラブ

ブリテン編集部一同
鰻でも食べて猛暑を乗り切ってください。
―５―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１０年 ８月報

２０１０年夏プログラムが始まります。
今年は７月１７日から８月２６日まで夏期特別プログラムが実施されます。以下の日程
で、海のキャンプ・山のキャンプ・デイキャンプ、ユーススポーツ大会などがあります。
７月１７日～１９日
７月２６日～２９日

サマーデイキャンプ①
科学実験サマースクール
短期体育集中教室
７月３１日～８月２日
阿南海満喫キャンプ
８月５・６・９・１０日 グローバルキッズデイキャンプ
８月５日～７日
ゆうゆうサッカーキャンプ
８月１７日～１９日
中日本サッカー大会
８月１９日～２０日
六甲自然大好きキャンプ
８月１９日～２１日
全国ユースバスケット大会
８月２３日～２６日
サマーデイキャンプ②

今年の東ＹＭＣＡの夏の強調点は『子どもたち
に本物の体験を』です。バーチャルなゲームや
イミテーションではなく、生命ある本物をそれ
ぞれの五感を使って存分に感じ、個々の生きる
力を引き出したいと考えています。
８月２９日の午前中には夏のプログラムを頑
張ったリーダー達が集まり、夏期評価会を行い
ますので、ご都合よろしければどうぞご参加く
ださい。

８月２２日（日）に『夏祭り』を開催いたします。
第１部では、６階のホールにて出店を行います。綿菓子やベビーカステラなど、昔ながらのお祭りの雰囲気を
少しでも味わっていただけたらと思います。
第２部では、サンホームスタッフによるダンスプログラム（ソーラン踊り）を行います。
第３部では、毎月最終土曜日に行っております居酒屋「和み」と併せて開催致します。お酒を交わし、屋台メ
ニューを味わいながら、みなさんと有意義な時間を過ごしていただきたいと思っております。
入居者のみなさま・ご家族のみなさま、またスタッフとの交流の時間として過ごして頂き、関係を築いて
いく機会となれば幸いです。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

記
日 時：2010 年 8 月 22 日〈日〉
第１部 10:00～15:00《出 店》ワ
ワタガシ・ベビーカステラなど
第２部 15:00～16:00《サンホームスタッフによるダンスプログラム》
第３部 18:00～20:00《居酒屋 和み》１F 喫茶コーナーにて

サンホーム特養入居者ご家族に上記の案内をしています。
ご協力できる方はよろしくお願いします。

－6－

大阪河内ワイズメンズクラブ

「いちおし！」連載 ＮＯ ６９ は休載致します。
（次号は田中メネットの

「メネットの集会」

いちおし！

です。
）

新本メネットのご報告

7 月２2 日(木)

16:00～17:00
於サンホーム一階ロビー
創立 35 周年事業のメネットの役割と分担につい
て確認をした。
その後伊藤メネットより、外国からのゲストをホー
ムステイでお迎えする要領についてご教示があった。
①ゲストのプライバシーを尊重する。寝具の段取りを
してある部屋にご案内したら、夏場のことでもあり、
ご自由に使用していただくこと。
②飲み物類については、一定場所に置いてご自由に利
用していただくこと。朝食飲み物は、トマトジュース、
ミカン類ジュース、紅茶、コーヒー、等々。フルーツ
類は大皿に出してご自由に取って頂くようにしたら
よいでしょう。
③シャワー室、トイレ、洗面所等は最初に説明してお
くこと。
④味噌汁、刺身は不要、用意しても残ってしまう。
⑤今回のロシアからのゲストは、前回来日したオルガ
さんを通じて参加者に一定の知識は与えられている
と思われる、真心よりの交流が先方に理解されるでし
ょう。
⑥ロシア風フレンチ料理の一品紹介があった。
その後メネットユニフォームを決めるため、近鉄布施
駅 1 階にあるユニクロ布施店に出張して吟味した。
このような買い物は初めてで大変参考になりました。
参加者 伊藤、大藪、望月、初田、中野、丸尾、新本。

２０１０年 ８月報

「近未来像は

えがけた だろうか？」
田中 惟介

永らく続いた「コーヒーブレーク」を衣替えし、ブ
リテンから なにかアクションをおこそうと意図し
て０９年４月から始めたこのコーナー、１6 名のご寄
稿を頂いたことになる。
３５周年の事業で湧きかえっている今、熱あり、思
惑あり、ぶつかり合い、愚痴り合い、励まし合ってい
る様は 編集子の杞憂で有ったかと思わせるくらい
活気に満ちたクラブである。
どっこい、生きていると言ったところである。
このような時だからこそ、（会員増強、高齢化等々
を思い、現状に切迫感が無いことを憂え、あせりさえ
感じている編集子にとって） この機会を生かさない
手はないと思う。敢えて言おう。３年先（もしくは５
年先、１０年先）クラブはどんな姿になっているのか
を思い描こうと。
弱気の時は誰しも悲観的になり、先のことなど考え
たくもないというか、危機の時、砂に頭を隠すダチョ
ウのごとく 目をそらしてしまうもので、良い知恵さ
え浮かんでこないものだ。熱い夏に熱く燃えている今
のエネルギーを会員増強に向けようではありません
か？
この１６カ月のコラムと、Wind From Kawachi
を読み返し 私の思いを、意図を汲んで頂けたらと切
に願います。
（このコラムは今回で終了いたします。
）

７月 5～8 日礼文利尻観光に行ってきました。
花の浮島と呼ばれる礼文島。アツモリソウの花期は
過ぎていて見られなかったけれど“礼文薄雪草”
（エ
ーデルワイス）が群生し、その他多くの高山植物が
迎えてくれました。とれとれのエゾバフンウニの丼
も堪能し、夢のような時でした。利尻島ではエゾマ
ツが放出するテルペンに包まれる森林浴を兼ね３０
数年前の雪が地下水となって湧き出る最北の名水、
甘露泉水を訪ねました。多くの写真のうちいくつか
をロビー展に出展するつもりです。

３５周年に向けて お土産を製作中のメネットさん
この支えに応え記念祝会を成功させよう！！
Ｙ，Ｔａｎａｋａ

―７―

Y’s Men’S

HAPPY

Club Of Osaka Kawachi,

BIRTH DAY

Region Japan West

August

2010

8 月

藤井
中 １９ＸＸ年 ８月 ５日生
宮本 善之 １９５６年 ８月 ６日生
中野 義彦 １９４１年 ８月２２日生
尾北 松子 １９ＸＸ年 ８月２４日生

結婚記念日の方はおられません

通年強調目標 PR

日本区

景気低迷の今、求められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い楽しいクラブ、明るく元
気なワイズメンを紹介しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう。
中原 一晃 広報事業主任

西日本区強調月間

Youth Activities

ユースに語りかけよう！夢と希望を！

8 月－9 月の予定

亀浦

正行

Ｙサ・ユース事業主任

35 周年実行委員会だより
第 8 回実行委員会
7 月 22 日 サンホームにて

8月
3 日（火） ブリテン印刷・発送
5 日～８日 世界大会 横浜
９日（月）ＩＢＣ来阪
１０日（火）３５周年記念例会
１１日（水）ＢＣ京都観光・数名離阪
１２日（木）新大阪・お別れ会、見送り
２２日（日）なごみ（サンホーム夏祭り）
２６日（木）役員会 サンホーム
２９日（日）リーダーとＢＢＱ

出席者：大谷・伊藤・望月・丸尾・岩坂・佐古・尾北・新本・芳澤
田中・中野・横田・杉村・藤井・正野




第７回実行委員会 ７月８日（木）で確認された事を細部
にわたり検討された。
金光教会は玉水教会と言う事に統一する。

各担当に於いて人員の確保に苦慮されているが、総力を挙げて対処し、
具体化させるべく決意された。どの部分も大きな努力を要するもので
あるから、担当任せにせず、全クラブメンバーの総力を当てなければ
ならない。頭を抱えるほどに苦慮された（写真）実行委員長の尽力に

皆で応えよう。

9月

ここまでくれば、
歓喜の成功は間近い！
河内クラブの大きな
転換期に 希望を！

3 日（金） ブリテン印刷・発送
１6 日（木）例会 サンホーム６階
２３日 （祝）阪和部 部会
２４日（金）役員会 サンホーム

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子芳澤 伸之 副会長:横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北
メネット会長:大藪暢子 直前会長: 芳澤 伸之
連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場 ：サンホーム

昇

会計：望月

東大阪市御厨南３－１－１８

強・藤井敬子

TEL 06-6787-3733

Wind From Kawachi ブリテンの編集にかかわって、２年になる。この１年では、ＰＣが壊れ、プリ
ンターもおかしくなった。パソコンラックもデザインを描き、知り合いの木工所に依頼して格安で製作して
もらい、自前で取り付けた。やれやれ、編集室らしくなったと安堵するも、数日前から部屋の照明が不具合
を起こし、家電量販店へ走り急きょ購入。取り付けようとすると、既設のコネクターが旧式で うまく行か
ない。又々 店まで走り、交渉すると出張工事費が数千円とか。部品をせしめて、大汗かきつつ自前で工事。
３５周年のプログラムや横断幕まで引き受け、その上ブリテン印刷の日まで猶予もなく 余裕をなくしてい
る。 煙草の量が増え、部屋がクサイと妻女が嫌う。Help！
近くの市場から盆踊りの河内音頭が聞こえる。あとひと月もすれば、朝晩は涼しくなり、秋の虫の音も聞か
れるようになるだろう。夏の盛りだくさんの行事、世界大会、ＩＢＣ締結式、周年記念例会、京都・奈良観
光、リーダー達とのＢＢＱパーティーが済み静謐を取り戻した後、クラブはのような質的変換をもたらして
いるか？ブリテンの窓を通し編集子はひそかな期待と楽しみをもって見つめたいと思う。
今期西日本区は１６３１名からのスタートとなるらしい。阪和部は何名からなのだろう？編集子

―８―

