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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】フィリピの信徒への手紙 2 章 6 節～8 節

（選・解説 岩坂正雄）
「キリストは、神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、
しもべ

かえって自分を無にして、 僕 の身分になり、人間と同じ者になられました。
人間の姿で現われ、へりくだって、十字架の死に至るまで従順でした。
」
―

クリスマスのできごとは、イエス・キリストの真実が私たちに示されていることです―

『糖尿病との付き合い』

佐古至弘
12 月例会プログラム

厚生労働省の調査によると、医療機関で治療を受けている
糖尿病の患者さんは、国内で約２４７万人います。
（２００８年

12 月 5 日（日）サンホーム
5：00～8：00

第１部 司会
尾北 昇君
開会点鐘
大谷会長
実際の患者数は約８９０万人と推定されていて、この数字
ワイズソング
一
同
の差から糖尿病で有ることに気づかないでいる人や、気づい
礼拝・クリスマスキャロル
ていても治療をしないでいる人が、いかに多いかがわかります。糖尿病は自覚
奨励
中西真二牧師
症状が少ないためにこのような状況となっているのですが、治療しないでいる
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
と、やがて全身にさまざまな障害を起こすのがこの病気の特徴であり恐ろしい
会長の時間
大谷会長
点です。糖尿病は加齢のほかに日常の生活習慣が誘因となって発病するので
誕生・結婚祝い
大谷会長
「生活習慣病」といわれています。そして糖尿病の患者数は年々増え続けてい
インフォメーション 各担当
る。その理由は現在社会そのものが糖尿病を増やす生活習慣を生みやすい構造
第２部 司会
中野義彦君
食前感謝
新本英二君
にあるからです。私は今年で発病以来３５年と長い間付き合っていますが、幸
乾杯
いにも食事療法、運動療法、薬物療法で“インスリン注射”はしておりません。
発病鵜の原因は未だはっきりは分かりませんが壮年の頃に長い間、胃潰瘍薬、 食事・歓談・
リーダーと遊ぼう
ストレス、食事時間の不規則、大食、等色々な事が原因かと思います。私は青
ロビー展表彰式
田中委員長
年の頃より「煙草、アルコール」は駄目でしたのです。
オークション
今後の治療は食事・運動・薬物・血糖値の医師による指導と自己管理をしっ
YMCA の歌
一
同
かりとする事によって病と付き合い残りの人生を健康で過ごして行きたいと
閉会点鐘
横田副会長
の調査）

思っています。
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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 ―
２０１０年１1 月１８日（木）18：30～20:30
記録 宮本桂子

出席者(敬称略)
メ

ン

田中・藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本
佐古・伊藤・尾北・加藤・横田・新本・丸尾
中野・正野
メネット伊藤・望月・初田・新本・丸尾・中野
ゲスト・ビジター
吉田有美子（東ＹＭＣＡリーダー）リートレ報告
今井利子（なかのしま）
・畠平剛志（新会員候補）
久保陽子（奈良ＹＭＣＡリーダー）

以上 26 名
丸尾君の司会で、１８：３０に開会
した。
大谷会長による
開会点鐘。ワイズ
ソング（一同）聖
句朗読（丸尾君）
会長挨拶（大谷）
の後、臨時総会が開かれ議案通り承
認された。
続いてゲスト・ビジターの紹介（丸尾）食前感謝（佐
古）があり、食事・歓談に移った。
インフォメーション
チャリティーラン・・１１月２３日です。
（会長）
ロビー展・・11/18 締め切り、明日は 3 時から展示
します。
（田中）
なかのしまクラブ主催チャリティーコンサート・・２
月２９日（今井さん）
クリスマス献金のお願い・・
（杉村）
スペシャルオリンピックスの報告・・無事盛大に終え
られた。沢山のご協力、募金、応援に対して、お礼を
述べられた。（丸尾）
ゲストスピーチ
｢全国リーダー研修会報告｣と題して、吉田由美子リー
ダー（東Ｙ）のお話。
まず、ゲームから始まり、和やか
な雰囲気の中で始まった。吉田リ
ーダー（ピータンリーダー）から、
全国リーダー研修会の報告。お話
と共に正野メンが撮影した研修会
のビデオを見せて頂いたので、様
子がよく分かった。この研修会で、
全国のリーダー同士の交流が図られたとの事。手書き
の素敵なパンフレットも配られた。阪和部がジプレゼ
ントしたャンバーも披露された。
誕生・結婚祝
い・にこにこア
ワー・ＹＭＣＡ
の歌の後、閉会
点鐘（横田）で、
８時３０分丁
度に例会は終
了した。

―2―

２０１０年 1２月報

にこにこ語録（10 月例会）
敬称略

テープ起稿

大谷美佐子

正野 暑い夏の全国研修会に北仙台
から熊本までのリーダーが集まった
と聞いています。リーダー達の熱い場
を支援出来て私自身が感動しました。
芳澤 河内クラブからＹサ主査とし
て輩出され今回のような重責を担われたということ
で正野さんに拍手を！ご苦労様でした。
宮本 何十年か前の活動を思い出しました。私と正野
さんはリーダー出身のワイズメンです是非ともワイ
ズメンにお越しください。
加藤 素晴らしい活動をされて
おられる。此れからも頑張ってく
ださい。
伊藤メ先日の日曜日に柏原市生
駒山脈の「亀の瀬」という 地滑
りをしている所で植樹をしてき
ました。榎と どんぐりのなる木
で私の背丈ほどでした。とても感動しました。大きく
なって欲しいです。今のリーダーさんのように。
伊藤 研修会がこんな楽しい会でしたらゲストに呼
んで欲しかったです。映像というのは素晴らしい。お
話はもっと素晴らしい。
初田お昼は美味しいお食事をして、また夜は楽しいお
話を聞かせていただき楽しい一日でした。
新本メ可愛い歌声を有り難うございました。落ち葉か
けはしたことがないです、深呼吸を３秒・３分間する
のをしてみます。
中野メリーダーさん楽しいお話
を有り難うございました。孫がま
たお世話になれたらありがたい
です。
丸尾メ吉田リーダー・久保リーダ
ーこれからの活躍を期待してい
ます。
望月今日は結婚式を挙げたところです。これから楽し
い新婚旅行に行きます。
（ご結婚記念おめでとうございます。

何年目？）

杉村 リーダーをしていてそしてスタッフになりま
した。ＹＭＣＡが好きだと言ってくれて嬉しいです。
頑張って活動して下さい。
望月メ娘もリーダーをしていまし
た。今は北海道でペンションを経営
しています。今日は結婚記念お祝い
有り難うございます。
中野吉田リーダー・久保リーダー今
日は有り難うございました。先ほど
より口の中 が痛いです、お喋りは
止めておきます。
新本３５年程リーダーを送っていますが今日のピー
タンリーダーがピカイチですね。はっきりと名前・物
を言う、とても良いです。

大阪河内ワイズメンズクラブ
畠平子供が小学生でして今日のお
話大変参考になりました。 また機
会がありましたらうちの子供を宜
しくお願いします。
佐古私はＹＭＣＡに６０年います
が５０年ぐらい前のリー－ダーと
今のリーダーは１８０度違います。
ピータンリーダーを見て安心しました。これで天国に
行けます。
今井（なかのしま）昔の女性は男性
の前に出なく控えめでした。今のリ
ーダーさんは凄いなあと思います。
私はシニアキャンプで活動し、こう
してお話が出来るような機会を作
っていただきました。昔は主人の後
について歩いていました。
丸尾ＹＭＣＡの為にご奉仕いただき
まして有り難うございます。私の場合
は十代後半から先輩たちに色んなこ
とを教えてもらいました。いまは
You Must Come Again の頭文
字がＹＭＣＡです。また来て下さい。
お酒を飲みましたら Yomiuri Mainichi Cyuuniti
Asahi・・・と遊んでいます。
（どこまで本当かなぁ～？）
横田「リーダー力」とは私達ワイズメンもリーダー研
修する必要があるような気もいたしました。ユースー
リーダー方から教わる事が有るのではないかと。ＹＭ
ＣＡに是非にお戻り下さい。
吉田（ピータンリーダー）素晴らしい発表の機会を与え
ていただき有り難うございます。こうして活動して行
けるのも皆さんのお陰だと思っています。これからも
頑張りますので宜しくお願いします。
久保（ピピンリーダー）今日は美味しいお弁当と楽しい
お話ができて楽しかったです。ピータ
ンリーダーに会いに八戸ノ里まで来
たいなあと思います。ＹＭＣＡ活動頑
張って行きたいです。
藤井うちの娘は十何年間メンバーと
してお世話になり、社会に出て友人の
二次会に重宝していますジーパンで
走り回ってます。
田中 ワイズメンワールドに私が載っています「友人
の田中さんは皆をハグして回りました此れこそ異なっ
た民族の魂触れ合い良きワイズメンの心の交流です」
世界中に行っています、チョット自慢です。吉田さん、
初めの直感はあたるが恋愛は除きますと書いてあるが
どうなの？あなた達は直感を大事にして欲しい。
（
“恋愛
は除く”はワークショップをして下さった先生の意見です）

尾北 YMCA に就職し最初は学校部門でリーダー達が
沢山参加するリートレとかキャンプの研修に一緒に行
き楽しかったです。今はなかなか機会が無いです。

また行きたいなと思っています
大谷今日は会則のご審議ほんとうに有り難うございま
した。リーダーさん達 お話有り難うございました。
本日のにこにこは ￥１８，９７０－ でした

２０１０年 １２月報
第３6 期 第 6 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 PR・Wellness
２０10 年 11 月 25 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者 大谷・杉村・芳澤・田中・尾北・藤井・横田
佐古・中野・正野・伊藤・新本
12 月クリスマス例会
12 月 5 日（日）5；0０～8；00 サンホーム
３時；準備集合
Ｃ班担当；田中・新本・横田・岩坂・中野・尾北・大藪

例会役割分担
第２部 中野義彦君
司 会 第１部 尾北 昇君
奨励
中西真二牧師
聖句朗読 尾北 昇君
食事手配
横田憲子君 ＆ 芳澤伸之君
食前感謝
杉村 徹君 乾杯
当日指名
受
付
会計 望月・藤井君＆メネット会
音楽担当・会場係
中野義彦君 ＆ 芳澤伸之君
オークション 田中惟介君 藤井敬子君 ＆ リーダー

1 月号ブリテン原稿
例会報告 第１部 尾北 昇君 第２部 新本英二君
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！”
山内たりほさん
巻頭言
大谷美佐子君
原稿締切は 12 月 16 日です。厳守！

審議事項
１. １月例会 Ａ班担当 役員選挙
比較的経験の浅いワイズメンもいるので、パワーポイント
で“オリエンテーションマニュアル”を見、Y’s とは・・
を再考する。
（担当 正野）
２. 次々期 阪和部部長選任の件 （伊藤）
正野忠之君を推薦する。
３. 次期 EMC 事業主査選任の件
松本次期部長の要請に応え同事業主査を選任する。人選に
ついては１月末までに決定する。
４. 次期役員選考に関して
選考委員長は芳澤直前会長に任命、幹事会がこれを補佐す
る。
１１月末までに立候補者がいない場合は、委任状をブリテ
ン発送時に同封する。
５. 畠平剛志君の入会に関して
役員会前、６時よりオリエンテーションを行った。
（芳澤・大谷・田中）
入会式は１月例会で行う。スポンサーは、父親である大阪
西クラブの畠平雅生 Y’s。
入会キットを手配する。
（中野・望月）
６. クラブバナー作成の件
８種類の案の中から、矩形で赤文字案を選択。
７.阪和部新年合同例会について
第４回実行委員会の報告がなされた。
物品販売の出店も行う。
８.国際統一事業について
ロールバック マラリア事業に 10,000 円を送金する。
９.ライトハウス献金について
昨年同様 10,000 円とする。

報告事項
１. Ｙサ・ユース献金・BF・TOF・CS・FF の送金
（2 月１５日締め切り）

―３―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年１２報
役員会報告つづき
使用済み切手（１月末締め切り ）
２. 河内クラブ研修会について（中野委員長）
出来るだけ多くの参加者を集めるため、サンホームで実
施する。
３月の土曜日 １３：００～２０：００を予定する。
３. 第２回阪和部会長・ＥＭＣ委員会
１１／２７（土）１４時～１６時於：南ＹＭＣＡ
大谷出席
４.
阪和部新年合同例会 ２０１１年１月１０日（祝）
ｐｍ５：００～７：００・於；南ＹＭＣＡ
５．第１４回西日本区大会
２０１１年６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都

約５０分でセレモニーは終わり、
５時１０分より第２部。
鯛とサーモンのサラダ仕立て、柚子風味ソース
クリームコーンスープ
鱸と鮮魚のムース パイ包み焼き・・・・等々
供された美味な料理に皆の顔がほころぶ。
村上さんの朗読や DBC 締結（午前中に締結式があ
ったそうだ）報告、参加者紹介と宴は進みリーダー
達のリードでキャンプソングを歌う頃には出来上
がっている人も多くあったように思う。

連絡事項
１. １月報ブリテン印刷・発送 12/２４（金）
２. １２月２６日（土）なごみ
３.
クリスマス街頭募金
１２／４（土）近鉄八尾駅１０時～１２時
１２／９（木）小阪駅１７時～１９時
１２／１１（土）布施駅１２時～１４時
ＪＲ徳庵駅１６時～１８時
１２／１２（日）八戸ノ里駅１６時～１８時
４. 12 月の役員会は
１２月９日（木） に変更になっています。

奈良クラブ６０周年記念祝会開催さる！
２０１０年１１月１４日 奈良ホテル
なんきん はぜ

錦秋の古都奈良は 南京 櫨
が鮮やかに紅葉し、時に薄日さ
す うすぐもりのおだやかな
日であった。
３時過ぎには多くの Y’s が会場
の奈良ホテルに集まり、４時の
開会を待っていた。
私もティールームのテラス
で荒池に映る紅葉と風を楽し
みながらコーヒーを飲み、開会
を待った。（至福の時・・・）

最後に奈良クラブ総出のなんとか少年合唱団、ハモ
ニカありパーカッションありの唱歌はホテルの都
合も無視して時間延長、必死の面持ちのメネットさ
んたちの演奏はほほえましいというより痛ましい、
違うなぁ、涙ぐましい・・というかまァそれは置い
ておいて 暑い夏に多分大変な練習であったであ
ろうと拝察されるも大いに受けたことは間違いな
い。
列席者 約１５０名の盛会であった。

河内からの参加者

朗読家の村上和佳子さんの司会で第１部が開始さ
れた。

伊藤メネ・大谷・中野・丸尾

仁科理事と坂本阪和部
長が古代衣装で登場さ
れ会場は一気に温かい
拍手と笑いに包まれた。
―４―

正野・望月・田中・横田

望月メネ・中野メネ

（写真・記事

田中）

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年１２月報
第１６回

チャリティラン

１１月２３日（火）

大阪城公園

第１６回チャリティランは銀杏の黄葉散る大阪城の堀端、１周 1.5ｋｍのコースで開催された。
東 YMCA からはウエルネスリーダーチーム、桃の里幼稚園チーム、
サンホームチーム、ウエルネス・サンホーム合同チームがエントリーし
河内クラブはその内の２チーム分をスポンサーし、昼食用におにぎり
１４５個、お茶７５本を提供した。食生活創造室からは温かい春雨スー
プが供され冷えた身体にしみいるようで
あった。
東Ｙからのチームはそれぞれ健闘し、中で
も桃の里チームは宣言タイム制で３位に
入賞し栄誉を称えられた。

集められた寄金は￥3,469,815－で実行委員長より末岡総
主事に手渡された。

警備を任じられた我がクラブの
メンバーはその任務を全うしつ
つ 秋の実りの収穫にいそしん
だり、お喋りを楽しんだり、
立ち続けるのがつらいと手回し
良く用意した椅子に座りこんだり、とそれぞれの秋を満喫した一日であった。

11 月 25 日（木） 河野先生にロビー展の審査をして頂きました。 甲乙つけがたく長時間に亘り厳正
に審査してくださいました。栄えある入選作品を６ページに掲載します。

クリスマス例会
会費 河内メン ￥5000－
ゲスト・ヴィジター・メネット
￥3000－
リーダーＯＢファミリー
￥3000－
東Ｙスタッフ・リーダー
招 待

オークションの献品を
お願いします。
例会担当
―５―
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２０１０年 １２月報

西はりまアストロキャンプに行ってきました。
11 月 6 日・7 日の 1 泊 2 日で、兵庫県佐用町にある西はりま天文台公園でアストロ
キャンプを実施しました。最少年齢は 4 歳の女の子から、最高年齢は 81 歳のシニア
の方までと差は 77 歳。世界で一番大きな天体望遠鏡「なゆた」での天体観測を通し
て、天文に興味を持つことと多世代交流をねらいとしたキャンプです。ご家族でご参加を頂いたり、シニア
のグループの方、お友達と一緒に来た小学生の子といろんなグループがありましたが、夕食はすき焼きなべ
を一緒につついたり、夜は世界で一番大きな天体望遠鏡「なゆた」で木星やアンドロメダ銀河を観察したり、
寝転がって流れ星を観察したり、昼ごはんのカレーライスを一緒に作ったり、多世代交流の時を多く持ちま
した。ちょっと空いた時間には、父息子でサッカーを楽しんだり、シニアの方と子ども達が将棋崩しやカル
タを楽しむ姿もありました。
参加なさったあるシニアの方は、以前、土佐堀会館で行われていた青成絵画クラブに在籍なさっていて、
1965年には大阪YMCA奉仕の書を受与なさった方でした。
また母娘でご参加いただいた方は、
大阪西YMCA
に通っていらっしゃった方でした。このように久々に YMCA プログラムと再会を果たされた方もおり、私
自身 YMCA の大先輩にお会いできた不思議なキャンプでした。
最後に、子どもたちはひとまわり成長した姿を見せるために、そして大人たちは健康と美貌を保ち続け、
来年のまた会えることを約束して解散しました。
１２・１月スケジュール
１２月 ５日（日）
クリスマス
１２月２６日（日）
特養餅つき・居酒屋「和み」
１２月３１日（金）～１月３日（月）
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 １６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。
２０１１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）
２０１０年度東ＹＭＣＡクリスマス献金目標額
６６０，０００円

クリスマス献金街頭募金
１２月 ４日（土） １０：００～１２：００
近鉄八尾駅前
１２月 ９日（土） １７：００～１９：００
近鉄小阪駅前
１２月１１日（土） １２：００～１４：００
近鉄布施駅前
１６：００～１８：００
JR 徳庵駅前
１２月１２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。
ロビー展の入賞作品（１位～１０位）紙上展示

―６―
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「いちおし！」

連載

ＮＯ 72

ヨーグルトのおすすめ
望月治子
我が家では１０数年前より、カスピ海ヨーグルトを毎
朝 食べています。それは主人の手作りで週一度に１
週間分を作っています。私は食後カップ 1 半分のヨ
ーグルトにヤクルトやあり合わせの果物にジャム・蜂
蜜を混ぜて食べます。春のイチゴをトッピングすると
特においしいですね、おかげさまで永年の便秘だった
体質も変わり良くなりました。
カスピ海ヨーグルトは始め友人より種菌を頂いて
作り出したのですが、最近は「フジッコ」からカスピ
海ヨーグルトの素を年に２～３度購入しています。簡
単に作れ１度作ればそれを種に牛乳に混ぜて、室温２
０℃位で半日～１日半位で出来ます。夏場は４～５時
間で固まり、出来上がります。それを冷蔵庫で冷やし
保管します。
容器は良く洗った綺麗な物を使用し雑菌が入らな
いよう注意しています。それでも長く繰り返すと雑菌
が混入してきます。そこで新たに購入した種菌から培
養して量を増やし作ります。北海道の娘のペンション
でもこのヨーグルトに蜂蜜で甘味してお客様にだし
ています。お客様にも喜ばれ、大変好評のようです。
ご希望の方は種菌をお分けします。作ってみません
か私のイチ押しは主人の手作りヨーグルトでした。
（次号は山内メネットの

メネットお食事会

いちおし！

です。
）

１１月１８日 11；30～14；00

大藪メネット会長が、今期の抱負を
発表されて時、食べて食べて食べまく
る と宣言されました。
その第１回が、メン、メネット１０
人の出席で 地下鉄天満駅近くの“リ
ストランテ イル ピアット”で行わ
れました。メネット会長行きつけのお
店らしく、すでに色々と手配され、奥
まった部屋が用意されていました。真
っ白なテーブルクロスに小花が飾ら
れた素敵な部屋です。
望月メンのご発声で
シャンパンで乾杯して
始まりました。素敵な器
に盛られたパン、前菜、
パスタ、魚、肉料理、コ
ーヒー・・・
お店の方の説明も、私
たちのワイワイ、ガヤガヤの声にかき消される程に盛
り上がりました。
次に次期メネット会の件で、メンも交えての話し合
いを致しました。 メネット会を続けるか、連絡員に
するか となりましたが、結局メネット会長で結論が

２０１０年 1２月報

出ました。会長も決まり、皆ホッと致しました。余計
に今日の食事会が美味しい、楽しい会になりました。
その後、メネット数人はサンホームにて 新年合同
例会で販売するアームバンド作りに２時間程 精を
出しました。

今後２～３回のたべまくりが楽しみです。
報告 初田 眞佐子

第 2 回阪和部会長・ＥＭＣ委員長会報告と
今後の取り組み
２０１０，１１，２７

（土）

報告 河内クラブ会長 大谷美佐子
南ＹＭＣＡおいて 2000 推進チーム顧問 澤田
様・次期西日本区ＥＭＣ事業主査 大岩様にご出席い
ただき開催されました。
坂本阪和部長挨拶後澤田顧問・大岩次期主任より「西
日本区の現状と次期の計画」についてお話をされました。
今期初め 1631 名・現在 1682 名・半期に 1700 名・後期
には 1800 名の目標である事。その為には アイデアを
持ちそれを構築し実行するという長期に亘る計画が必
要である。
例えば会員増強委員会を作りメンバーを代えずに数
年の任期で計画してゆく事も重要との考えでした。ワイ
ズ会員の増強には例会の充実が重要であるともに、規律
を持って例会らしくまた楽しくするにはクラブドライ
バー委員会によるプログラムも大切である。それに各自、
自己研鑽が出来るように努めることも重要な事。例会以
外で互いにおおいに遊び人を知り・気心を知り親睦を図
ることも重要な事と。
長浜クラブを参考に上げられ「2Ｖ例会」を開き候補
者をお連れし入会に成功しているようです。
河内クラブはクラブに愛着を持ちプログラムの内容
を充実し魅力あるクラブを維持出来るように皆さんで
考え取り組んで行けたらと思います。我が河内クラブは
未熟な大谷を支えていこうとの思いで頂いている事に
感謝しています。若い人がどんどん意見を出せる雰囲気
を先輩たちが作ってくださっています。後期にはメンバ
ーが現在よりもプラスになるよう皆さんで考えて行き
たいものです。

注 「2Ｖ（ツーバイ）例会」とは
２００％例会、プラスワン例会と同義。著名なゲス
トあるいはタイムリーな演目の例会を企画し、入会候
補者を各自１名同行する。その後のケアを十全に行う
事で入会に繋ぐ。京都部では 2Ｖ例会と呼び成果を上
げている。

―７―
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横田 允宏 １９４３年１２月２５日生

Japan West December

WEDDING

2010

ANNIVERSARY

宮本 桂子＆善 之夫妻 １２月 ６日
大藪 芳教＆暢 子夫妻 １２月１７日

日本区

通年強調目標 PR

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

EMC-M

会員同士の親睦を深め、クラブ発展の為の礎を築こう。西日本区２０００名に向かって！
新山 兼司 EMC 事業主任

12 月－1 月の予定
12 月

1月

３日（金） ブリテン印刷・発送
5 日（日）クリスマス例会
１０日（金）役員会 サンホーム
２４日（金） ブリテン印刷・発送

１０日（月）新年合同例会
２０日（木）例会 サンホーム
２７日（木）役員会 サンホーム

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子 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

昇 会計：望月 強・藤井敬子
連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場 ：サンホーム
東大阪市御厨南３－１－１８
ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

TEL 06-6787-3733

Wind From Kawachi

楽しい例会運営の為には柔軟な姿勢がいり、Ys を永続させるためにはその意欲のあ
る方たちの柔軟な思考に基づく努力がいる事を この２ヶ月にわたって述べてきた。 円高、デフレ、所得の低下、
故にさらなる買い控え、デフレという悪循環の中に有って、無力感、虚無感が広まっている世相の中で変化を受け
入れ、枠組みの転換を築き上げるチャレンジが求められている記事を良く見かける今日、ワイズ存続の為の新しい
指針が要ると考えない訳にはいかない・・・・。
会員増強に関する取り組みについて思料する。区や部からの働きかけは ２０００！とか ２００！とかのシュプレ
ヒコールで閉められる。 全体の方向付けや牽引する立場からすれば 従来ならこの手法で時の経過とともに数字
は上を向き、成果を誇りご苦労さまと称えられる。しかし先に述べた経済の循環や少子高齢者化した現実の下では
枠組みの転換を求められている訳で、効果を求める手法においても再考を要するだろう。型どおりの啓蒙の反復で
はなくたとえばモデル区あるいはクラブ（複数）を選び資金、人（その地区の知己を紹介、推薦）を集中するとか増員
に活発なクラブの手法をそのクラブのメンバーを派遣して伝えるとか費用、効果を考慮した手段への転換が重要だ
と考える。 さらに言えば意欲のある方たちのリーダーシップが切実に求められる。この点から ワイズの役員は役
を求める人ではなく役がその人を求めるのですと言う就任式々文を形骸化させないためにも役が求める人を推薦
することの重要さも認識されなければならない。この点については別の日に述べる。
パラダイムシフトについて。グローバリゼーションに飲み込まれて行った９０年代、多くの人が生き方に変更（変
容？）を迫られ、派遣社員や派遣工となり不安定な暮らしの中で努力の果実を得る事もなく頑張っても報われな
い。総中産階級から貧困へ・・・この変換は何かが間違っていたのか、足りなかったのか。“・・・努力は必ず報われ
る。額に汗することなく人を出し抜く行為はけしからん。と言う倫理は誰もが豊かさを夢見る事が出来た高度成長期
の牧歌的倫理でしかない。なんの戦略もない努力ではその汗も無駄に終わってしまう時代になったのだ・・・”（残念
な人の思考法―9/19 朝日新聞書評より） 枠組みが変わってしまった事をまず認識し、常に検証し 有限の資源、環
境、人口動態等からこの先を見有効な戦略・戦術を打ち立てていかなければなるまい。Ys 活動に於いておや・・・・・
まだ続くかもしれない・・・・・・
編集子

―８―

