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題】

クラブ主題
『選択と集中』 Selection and Concentration
阪和部主題
「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき
西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」

畠平剛志 会長
飯沼 眞 部長
高瀬稔彦 理事

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.”

スローガン
「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man”
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
岡野泰和 地域会長
スローガン
“One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ
国 際 主 題 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう
Poul V. Thomsen 国際会長
スローガン
“Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション
【今月の聖句】 ヘブライ人への手紙Ⅰ 13 章 16 節

（選・解説

岩坂正雄）

「善い行いと施し（ほどこし）とを忘れないで下さい」
3・11 東日本大震災を覚え、節約と再生の努力を忘れずに支援活動に励む
メネットたちのはたらきに敬意を表します

―

―

巻頭言
「最近の私」
メネット会長

中野

涌子

若い時からずっと仕事に、そして私的に、車に

３月例会プログラム

乗る生活を送ってきましたが、最近の運転の下手
さにほとほと自分で自分に呆れ果てています。
一人苦笑いをし「いつまで運転していいのかな
あ」、「もう車を卒業しようかなあ」と、考えていた時、在るとこ
ろで、同世代の女性と久しぶりに出会い、習い事や、ジムで体力
を鍛えている話を聞き、毎日忙しくしていると言うので、車やバ
イクにいつまで乗るつもりと尋ねると、
「死ぬまで」 と速答され
ました。
大丈夫？と、聞くと、車がなかったら、何処へも出られなくな

3 月 20 日（木）サンホーム 6Ｆ
6：30～8：45
司会
大薮暢子さん
開会点鐘
中野メネット会長
メネットソング
一
同
聖句朗読
伊藤玲子さん
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
畠平会長
食前感謝
新本力子さん
インフォメーション
「シャンソンの ゆうべ」
高木弘子さん・西谷恵利子さん

り、死んだも同じとハッキリ言い切ったので、一寸ビックリ！し
たけれど 前向きなやる気に、元気を貰った気がして・・・・
私も車ともう少し一緒に行動しょうと思います。でも、車を少
し小型にし、安全運転を心掛けガンバッテ行こうかと思います。

結婚・誕生祝い
畠平会長
にこにこアワー
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
中野メネット会長

大阪河内ワイズメンズクラブ
２月例会報告
２０１4 年 2 月 20 日（木）18:30～20:45
報告 田中惟介
出席者
メ

ン

広義会員
メネット
ゲスト
ビジター

（敬称略)

畠平・新本・田中・藤井・横田・望月
丸尾・宮本・中野・正野・杉村
岩坂
望月・初田・新本・中野
津田秀紀 （ザ・リッツ・カールトンＨ）
永井康雅（紀の川）今井利子（なかのしま）
人見晃弘（京都パレス）
以上２０名

定刻 6：30 に開会。プログラ
ムに沿って進行し、会長の時間で
は ①復興支援フォーラム
②らくらく車椅子登山例会③車椅
子清掃奉仕等の告知がなされ、回
覧用紙に出欠の記録を要請された。
今年のＴＯＦ例
会は、熱いお湯だ
け準備しますので、
それぞれ簡単な食
品をお持ち下さい。
と言うことでパン
やインスタント麺
を持参。食前感謝
の後、ポットの前に列が出来、思い思いの持参の麺
に熱湯が注がれスープの湯気と香りが会場に満ちた。
歓談の時間がゆったりと取られ（と言うか食事が
さっさと終わり）インフォメーションが始まる。
紀の川クラブ、永井 Y’s ７月６日（日）Ｈグラン
ヴィア和歌山に於いて３０周年記念例会を行います。
和歌山大学山本学長の 若者たちの考え方 につい
ての講演があり、次世代に繋がる紀の川の流れを考
える祝会にしたい。会費１万円です。
丸尾らくらく登山実行委員長 ４月２７日（日）
車椅子 12 台を予定。主催は、サンホーム・ウエル
ネス・河内 Y’s の三者と決まりました。
岩坂交流事業委員長 エカテリンブルグＣのラリ
ーサ・パトルシバさんが 3/22～3/30 伊藤 Y’s 宅
でホームステイされます。ビザの関係で日程はまだ
確定していません。次回役員会で伊藤さんが招待の
経緯を説明します。
杉村連絡主事 3 月 8 日（土）の１８：００～ サ
ンホーム１階でボランティア感謝会を行います。
参加ご希望の方がおられましたら、杉村までメール、
ＦＡＸでご連絡ください。
締め切りは 2/21（金）です
大阪市立いきいきエイジングセンターが大阪ＹＭＣ
Ａエイジングセンターとして継続されます。
配布のパンフをご覧ください。
7：15～
お仕事の都合で、7 時に到着されたザ・リッツ・
カールトンホテル大阪人事部マネージャーの津田秀
紀氏の卓話を拝聴する。

2014 年

3 月報

時刻に遅れ、申し訳ありません。
30 分程お話させていただきます。
と切り出され早速本題のリッツ
とボランティアの主題に沿って
話し始められた。
（以下、要点抄録）

10 年前の 人事部の働きの一
部であった らくらく登山から
ボランティア （以下＝Ｂ）に関わ
りはじめました。そこで“喜んで
もらうこと” を歓びと考えるよ
うになり 構えが無くなった。
Ｂ活動のきっかけ作りが難しいと思う。
☆
80 ヶ所のホテルカンパニーで＊子供の幸福 ＊
飢餓と貧困 ＊環境保全 を目標とし活動を始めた。
Ⅰ パートナーシップを結んで
ex., チャリティラン・献血・らくらく登山
Ⅱ単独で直接
ex．近くの公園清掃・博愛社で X’s パーティー
☆
去年は 54 本のＢ活動、今年の目標は 58 本と決
定している。
☆
すそ野を広げるきっかけ作り。
昨年、大阪マラソンのＢ（抽選です）として参加した。
道路でロープを持ち、立つだけで終わった後に達成
感が持てなかった。もう一度参加しようと言う気持
ちが湧かない。らくらく登山は人との交流がありそ
れぞれが何かを持ちかえった。
等々
予告通り 30 分でお話を終えられた。話の内容も
さることながら、時間通りにおさめられた点も 範
とすべきだと感じた。2,3 の質問の後結婚誕生祝い
プレゼントに移る。津田さんのお話に関わる皆さん
の思いはにこにこアワーで存分に発揮されましたの
で 3 ページの語録をご覧ください。
2 月。誕生日を迎えられた 3 名（内欠席 1 名）と結
婚記念日を迎えられた 4 組（内 1 組欠席）とヴィジ
ターの永井 Y’s に会長からお祝いの繭細工がおくら
れた。

7：55～
河内恒例にこにこ絨毯爆撃が始まる。今月の献金
は西日本区の東日本大震災復興支援資金に送られま
す、とのアナウンスがあり、目標以上の献金が寄せ
られた。
8：25～ YMCA の歌を斉唱し
8：30
定刻に閉会点鐘・散会
以上

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ３月報
した。先週は例の棚田へ行こうと思っていたのですが
2 月例会にこにこ語録
敬称略 テープ起稿 田中惟介
ボランティア＝Ｂと略します
宮本 私のＢとの出会いは学生時代に YMCA のリー
ダーをしたことで当たり前のこと としてあって 特
に頑張ってやると言うものじゃなく生活の一部として
ありました。
正野 リッツカールトンさんがＢ活動の件で YMCA
に電話にされ、向谷さんが河内クラブの行事を紹介し
て下さったのがきっかけだったと聞いています。向谷
さんは今福岡 YMCA で活躍されています。３月で定年
を迎えられるのですが、福岡ＹＭＣA の要望で２年間
頑張られるそうです。
人見 （京都パレスＣ）２週間ほど前に京
都にもリッツがオープンしたと言うこと
です。私、京都ＹＭＣＡのボランティア
ビューロー専門委員会と言うＢをしたい
と言う方の窓口で活動しています。こち
らから協働の売り込みをしても良いもの
なのでしょうか？（良いと思いますよ）良いお話ありが
とうございました。
初田メネ ブリテンで見ましたが、今日のにこにこは
一人当たり１２００円を目途に震災支援に充てるそう
ですので正野さんから頂いたカップ麺の代金と一緒に
入れさせてもらいます。
望月メネ 津田さん、４月に又お嬢さん
と会えること楽しみに下います。
新本メネ Ｂと言うのは、なさけを分け
るのですか。仕事があって、若くて素晴
らしいなと思いました。
望月 サウスクラブへ行きました。TOF の月と言うこ
とで非常食の焼き飯を出されていました。今日は我が
家の非常食を持ってきました。ゲストに合わせて缶入
りの RIZZ です。
（笑）５年間くらい持つそうです。
藤井 らくらくではいつも津田さん
のご家族と歩いています。年々大きく
なられている分、私は年取っているの
ですが 今年も会える事を楽しみに
しています。
田中 カップヌードルのスープは塩分が多いから飲ん
じゃダメ、と家ではいつも言われているのですが今日
はその口うるさいのがいないので全部飲んでしまいま
した。（笑）この企画たまにはいいですねぇ
岩坂 YMCA はＢ活動の総本山の心算
で居たのですが、企業でこうした精神と
して広がっていると言うことをお聞き
してとても心強く感じました。
新本 総支配人さんが最初からご家族
全部でお越しになったことに驚きまし
た。下のお子さんはとても小さかったですが、今はも
うずいぶん大きくなられたでしょうね？
中野 ２週連続で雪にたたられました。先々週は讃岐
へ麺打ち体験に行こうと出かけて明石から引き返しま

15ｃｍほど積もっていて作業は出来な
いと言う事でやめました。
杉村 ここのデイサービスにも沢山お
客さんが来ます。丁寧に対応するように
努めています。お見送りする時も出て行
って手を振っています。これで評判も良

くなるかなぁと期待しています。（笑）
今井 私もＢの数は両手に余ります。年
と共にその量は減ってきます。自分に出
来る事、それが誰かに役立っていると言
うことであれば Ｂに定年は無いと言わ
れている通り、皆さんに背中を押されな
がら頑張って行きます。
永井 久しぶりに河内の例会に出席し
まして楽しんでいます。津田さんの社
員のＢへの取り組みと言うお話をお聞
きしまして、新入会員を誘うきっかけ
として参考になることが沢山ありまし
た。それと６月１日に和歌山チャリテ
ィランを行いますのでリッツカールトンのご協力を
（笑）
、協賛でも結構ですのでお願い致します。
（拍手）
（今日、来て良かったねぇ）
横田 リッツカールトンさんとの出会いは、まず元総
支配人さんのノイコムさんとの出会いでした。子供さ
んに車椅子の押し方を教えておられるのを見て、父親
の教育をこの目で見たと思いました。それを引き継い
でおられるのが津田さんなのだと思いました。
畠平 きっかけが大切だと言われた
こと、それが難しいとも言われた事、
その通りだと思います。ワイズに入っ
てまだ３年なのですが、ここでの出会
いから石切で障害者通所施設をはじ
めさせて頂いております。で、何かき
っかけがあれば加速されて行くと感
じています。
今日はまだ 時間がありますのでそのあたりをもう
少し津田さんに お聞きしたいと思います。
『この後の会長と津田さんの
します』

Ｑ＆A は別枠で７頁に掲載

（このクラブの印象とか何か一言をお願いします）
津田 ここへは何度か来させて頂いていますが、この
２階？６階ですか、に来たのは初めてです。このよう
な機会を与えて頂きありがとうございました。（拍手）
中野メネ ボランティアについての考え、変わりまし
た。孫を誘ってみたいです。
丸尾 挨拶の出来る子供にする、と言うのが我が家の
目標でした。大阪マラソンのボランティアのつらいの
は、対人関係が結べず、道具に徹する事にあると思い
ます。らくらく登山は相互作用があり、つられて山に
登ったなぁという感想もありました。今年はクラブ例
会にも充てられていますので出来る限りご参加くださ
い。

―３―

本日の

にこにこ ￥20,150－でした。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ３月報
第３9 期 第 7 回役員会報告
“選択と集中”
西日本区強調月間 EF・JWF

らくらく登山用にメガホン購入希望。
ＣＳ資金の援助を要請する。
3, 震災支援フォーラムにおいて
森松明希子さんの著書を販売したい。
（横田）
ＣＳ名目で 20 冊購入し販売する。
4, クラブ活性化ＰＴ
５.クラブ研修会

出席者

畠平・田中・望月・藤井・丸尾・宮本
横田・正野・中野・佐古・伊藤・杉村
中野メネット
３月例会 ３月 20 日（木）18：30～20：30
東ＹＭＣＡ 6 階
メネット例会
「シャンソンの ゆうべ」
唄 高木弘子さん ピアノ 西谷恵利子さん

３月３０日（日）12：30～
石切 パンゲアに於いて昼食を取り、クラブ活性
化プロジェクトチームの課題を元に研修・懇談を
行う。
（以上 2 月役員会決定）

例会役割分担

上記に基づきプランが発表された。
①12 時からとする。 ②参加費 ￥700－
③Y’s Men’s World を参考に活性化を考える
④今後のらくらく登山のアイデアを考える
⑤楽しく語らうことを重視する。
6, 次期以降の体制について
役員人事・４０周年記念事業等に関し継続して課題
とする。
7, 40 周年祝会への取り組み、 コンセンサス形成を検討
8, その他

司会
大薮暢子さん
食事手配 伊藤玲子さん
聖句朗読 伊藤玲子さん 食前感謝 新本力子さん
にこにこ
初田眞佐子さん・望月治子さん
受付・CD 操作
望月＆藤井会計

3 月号ブリテン原稿
2 月例会報告
望月治子さん
役員会報告
田中惟介書記
Ｙニュース
箕浦史郎所長
サンホームニュース 杉村 徹君
巻頭言 望月 強君
にこにこテープ起稿 田中惟介君
原稿締め切りは 3 月 28 日です

エカテリンブルグのメンバーが
オゼルキクラブ（ＩＢＣ）の紹介で来阪
・来訪者 Ms.Larisa Patrusheva(67 才)
・職 業 言語学者（英語教師）
・所 属 ロシア エカテリンクラブ
・目 的 日本文化の見学・日本のワイズ運動を
学ぶ
・期 間 2014 年 3 月 22 日～30 日
・滞在先 伊藤宅

報告・連絡事項・審議事項
《報告・連絡事項》
1, 各事業委員会等より報告
特になし
2, らくらく車椅子登山 （丸尾）

第 2 回実行委員会議事録に沿って説明がなされた。
協力団体への連絡状況。
河内クラブの登録状況（17 名）
役割分担
①備品整備・準備＝会長
②当日受け入れ準備＝丸尾・横田・望月・田中
③記録写真＝吉田（サウス）
・田中
④昼食時進行＝サンホーム
⑤ケータリング＝横田
⑥名札作成＝望月
⑦サンホームへ戻り例会・評価会
⑧ビデオカメラの所在確認 ご存じの方は丸尾
実行委員長までご連絡下さい。
3, 奈良傅賞推薦の件 経過報告があった
4, じゃがいもファンド収支報告・献金納付
決算報告がなされた。収益金 21 万余
献金納付は期日までに行う。
5, 今後の予定
3/16 震災支援フォーラム・3/30 研修会
4/12 ＹＹフォーラム
6, エカテリンブルグ メンバー来日の経緯（伊藤）
日程が合えば 3 月役員会で交流。経緯詳細は別掲
7, その他

＊私的訪問ですが、ご協力願うことがあれば
よろしくお願いします
＊滞在日程が決まれば伊藤 Y's から詳細のお知らせがありま
す。古都見学など同行出来れば良いですね。

《審議事項》
1. 3 月例会（中野メネット）上記
2, 4 月例会（丸尾）らくらく登山が雨天中止の場合

ク

ラ

ブ

研

修

会

楽しく語り合おう、研修会
当日 11：35、11：55 に迎えの車を出します。
近鉄奈良線石切駅のホームを北（奈良・
トンネル側）に出て左へ。
時間に遅れた場合電話いただければ臨
時便を出します。

フィリピン台風３０号緊急支援募金
２/２８現在

募金総額 ￥７，５００，９３６－
寄せられた募金より 300 万円を下記「第 2 段階」まで支
援のために送金します。
今後もフィリピンＹＭＣＡ同盟からの要請に基づき、全額
を支援活動のために用います。

ＹＭＣＡ同盟から報告がありました。

12 時からサンホームで例会を行う。

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ３月報
（第 3 回阪和部評議会の前に開催された

ファンド事業理解フォーラムの報告を横田主査から頂きました。
河内クラブからは横田・宮本・丸尾・正野・田中が出席しました。）

Ｂｒｏｔｈｅｒｆｏｏｄ

Ｆｕｎｄ
阪和部ファンド事業主査 横田憲子

ワイズに入会後耳慣れない“ワイズ用語”にＢＦがある。ＢＦ理解を頂くため 2 月 15 日（土）10 時半より
岡野泰和アジア地域会長（大阪土佐堀クラブ）に“国際に繋がるＢＦ献金”と題して南ＹＭＣＡで話を頂いた。阪
和部のＢＦ貢献度が高いと、又アジアが政治的・経済的にも安定になってきているためこれからリーダーシップを
もつ地域として期待されていること。そして支出の面では若者にチャンスを与えられるためのＢＦ献金の支出をユ
ース補助もあり、ＢＦ代表に 65 歳という年齢制限が加わったことなどお話いただいた。
その後、長壽和子ファンド事業主任（岡山クラブ）から使用済み切手収集西日本区トップの岡山クラブの活動報
告では岡山ＹＭＣＡのホームページに載せ全国から送られてくる歴史が続いていること、使用済み切手の作業は施
設でお願いしていること。さらに使用済み切手の送付に至る作業の注意点を話していただく。
最後に、ファンド事業最優秀賞幾年獲得の和歌山クラブファンド事業委員長の堀井祉文子メンよりクラブのＢＦ
活動の報告をパワーポイントで説明していただく。年 2 回使用済み切手の作業に加えて美味しい食事が提供され楽
しいおしゃべりが有り、そして、留学生も参加するという形で活動をされていること、1 月には鋏を用意してＢＦ
例会とされていることを知る。
26 名の出席だがいろいろ質問されＢＦをよく知るワイズの参加であったように思う。12 時半に終了した。

第３回阪和部評議会報告
２月１５日（土）13：30～16：00 大阪南 YMCA 2Ｆ ライブラリー
定刻に評議員の内２８名の出席があり定足数に達していることが
確認され第３回評議会が開会されました。
点鐘、ワイズソングに続き、飯沼阪和部長から開会挨拶と第２回評議
会以降の活動経過報告がなされ、３月以降の行事への積極的な参加と
岩国での西日本区大会への参加を要請されました。
続いて各クラブ会長・主査・各 YMCA の報告があり休憩に入りま
した。報告にあった今後の行事に関しては適宜会長の時間やブリテン
でお知らせします。
（飯沼阪和部長による開会点鐘）

休憩の後レジメに沿って協議・報告がなされました。
⒈.次年度インドにおけるユースコンボケーション支援金支出
の件 ２名の参加が見込まれ、１０万円の支援金支出が要請
されました。
予算化されていないと言うことで議論がなされ、予備費から
の支出が（今後明確に予算化すると言う要請を受けたうえで）
承認されました。
⒉地域奉仕・環境事業からフォーラムの講師への謝礼金
地域奉仕・環境事業特別会計からの支出が承認されました。
（畠平会長活動報告）
（横田ファンド主査報告）⒊午前中にあったファンド事業フォーラムにおける主任への
交通費支出の件 承認された。
⒋阪和部 EMC 推進チーム設置の件 内容の検討が不十分として議案取り下げ
⒌次次期阪和部長選出の件 現況の報告がなされた。
⒍次期における次次期部長選出クラブの件 １２月末までに立候補が無かった為輪番制に依る事と堺・長野
両クラブの現状から紀の川クラブになると報告された。
⒎その他として ９月１３日（土）阪和部会を開催します。三木次期部長
第２回評議会の議事録を早急に提出（承認事項）して頂きたい（サウスクラブ）
幹事講評・YMCA の歌斉唱・閉会点鐘で閉会した。河内からは正野・畠平・横田・田中・望月が出席した。
（事業企画の時点から予算化・承認がなされていなかったことに危惧と驚きがあった事を感想として小さく記す。
）

―５―
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東 YMCA ウエルネス 箕浦史郎
「野あそびクラブ」
東ＹＭＣＡ・枚方ＹＭＣＡでは特別なサポートが
必要な子どもたちに月１回の野外活動「野あそびク
ラブ」を実施しています。子どもたちは、日常から
離れ、自然の中で、リーダーとともに心を開放しな
がら活動を行なっています。
人とのコミュニケーションが苦手な子ども、多く
のことが一度に理解することが苦手な子どもなど
一人ひとり様々なキャラクターを持っています。年
度当初は子ども同士互いに関わることは少なかっ
たのですが、それぞれのペースで少しずつ関わり見
られるようになりました。
１月は、野外料理を行い、おいしい雑煮をつくり
ました。火をつけることや野菜を切ることなど様々
な環境の問題で普段をできないことにチャレンジ
し、食べ終わった後には笑顔を見せてくれる子ども
もいました。体験が子どもの心を動かすことを実感
することができるプログラムでした。

３月報

杉村連絡主事 記
ＹＭＣＡサンホームは、エントランスの吹き抜け
や明るい喫茶コーナーに表されているように、地
域の方へ開かれた施設でありたいと願っていま
す。しかし、やっぱり「施設」へは入り辛いもの
です。ある時「本当に地域に根ざしているの？」
という声がスタッフから上がりました。ＹＭＣＡ
はもともと地域に根ざしたものであるはず。そこ
で、今年度は「地域へ出て行こう！」をスローガ
ンにプログラムを展開しています。
先日、近隣の集会所に、老人会さんや民生委員
さんにお集まりいただいて、『わいわい談話クラ
ブ』を開催しました。デイサービス澤野スタッフ
の体操は大好評で、
「うちの地域でもやってよ！」
とありがたいお言葉をたくさんいただきました。
これからは、高齢者や介護だけでなく、ウエル
ネスとの協働により、レクリエーション・遊びも
取り入れながら、子どもやその親などの多世代を
対象にして、地域へのアプローチを行います！

これからも皆様のお支えの中、子どもの心を動か
すプログラムを行ないますので応援よろしくお願
いいたします。

メネット会会長 中野涌子
２月メネット会のご報告
折り鶴をしながら３月メネット例会の役割を決
めました。２月役員会に提出します。
皆さんよろしくお願いします。
メネット会に例会で演奏して下さる西谷さんが
打ち合わせのため来られ、曲目などの案を頂きまし
た。

弥生３月は河内のメネット例会です
ちょっと おしゃれして
シャンソンを聞き 楽しく
語り合いましょう
桃の節句は過ぎたけど、
今宵 あなたはお雛様。
お友達、誘いあわせて お越しください。
大阪河内ワイズメンズクラブ一同

―６―
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大阪河内ワイズメンズクラブ

にこにこ補遺 にこにこの趣旨を離れて語り続けた会長の思いを汲んで ここに別枠で掲載します。
今日はまだ 時間がありますのでそのあたりをもう少し津田さんに お聞きしたいと思います。
Ｑ. 大阪マラソンのボランティアで達成感を得られなかったと言うのは、きっかけとして加わった者にとっ
て“これって何？”と言うことなんでしょう。年間５８本の目標を立てておられるリッツさんとして来年ま
た参加するか？と言うような事も考えておられるのでしょうか？
Ａ. １２月に次年度の目標を設定する会議があって、どうするか？と言う声は有りました。抽選ですのでコ
ントロールできないわけで、どうするか答えは出ていません。
Ｑ. 抽選でボランティアを募集していると言うことは要員を満たすことが主で有って、参加する者の達成感
はあなた任せみたいで、参加して、これって何？というのはどうなんでしょう？
Ａ. 小さくても達成感があれば、例えばロープを持って立っているだけではなく参加者全員に声をかけよう
と言うような目標があって、それが出来たら“あぁ、８割は出来た” とか 有るのかもしれませんが、one of
them と言うか、何をしたのか分からんと言うのはよろしくないな、というのはありました。
Ｑ. 今年のらくらく登山の企画では、最初にボランティアをしようとする人が気楽に来やすいようにしよう
としているのですが・・・お話を聞いてその点を少し変更しなければならないかなぁと思っているのですが。
Ａ. らくらく登山は皆、割と達成感を持って帰っているように思いますが、さらにそれがある方が良いとは
思います。
Ｑ. 今日は参考になるお話をありがとうございました。

３月例会

ゲスト

プロフィール

第 ９ 回

髙木弘子さん

車

椅

子 清

掃

らくらく車椅子登山の前に車椅子の清掃を・・・

1974 年大阪音楽大学短期学部

卒業。

３月２９日（土）9：30～11：30

1986 年朝日放送テレビ番組レギュラー出演。

例年通り商大付属高校の生徒さんたちも

1995 年よりシャンソンを前田こずえに師事。

来てくれます。

ライブハウス等、定期的に出演。

一緒に汗を流し、みんな笑顔に

西谷恵利子さん
1976 年 帝塚山学院大学 卒業。
1972 年頃よりエレクトーン普及のため演奏活動。
その後エレクトーンの指導、結婚式での演奏活動
（奈良ホテル）
ピアノを石田美智代に師事。

なりましょう。
作業の後の歓談・・・・
若いって、いいなぁと思えますよ。
のぞきにだけでも

来てみて下さい。

４月２７日 第１８回 らくらく車椅子登山
河内クラブ最大のイベント！
参 加 団 体
みどり公社・パークレンジャー・加美アマチュア無線クラブ・意岐部中学校
ザ・リッツ・カールトンホテル 等々
あなたも ボランティア参加
お問い合わせ

YMCA サンホーム

しませんか？

ＴＥＬ

06-6787-3733

（下村・盛矢）まで

-Topic生駒山の西側、石切神社参道筋を登り近鉄線ガー
ドをくぐったあたりから辻子谷（ずしだに）と言
う登山道になります。
過日ＴＶでも放映されましたが、昔から水車を使
った製薬会社の工場が多くありました。廃れてし
まった水車を地元の有志が復元したものが、１０
年余も経つとそれなりに古色もついて中々の雰
囲気です。
２月の雪が溶けた後、写真を撮りに行きました。自宅から徒歩で４０分位。足馴
らしにほど良い距離です。
桜咲く頃、ご一緒に歩きませんか？
編集部 田中

―７―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Japan West March 2014
HAPPY

BIRTH

DAY

３月－４月の予定

3月

３月

２日 藤井 敬子君
１６日 佐古 至弘君
２９日 岩坂 正雄君

WEDDING
３０日

６日（木）ブリテン印刷・発送
８日～９日 次期会長主査研修会 チサンＨ新大阪
１６日（日）震災復興支援フォーラム
14：00～16：30 南ＹＭＣＡ
２０日（木）第 1 例会 サンホーム６階
２７日（木）役員会 サンホーム６階
２９日（土）車椅子清掃 9：30～11：30
３０日（
（日）クラブ研修会 12：30～ パンゲア

ANNIVERSARY

田中惟介・加代子

夫妻

4月
3 日（木）ブリテン印刷・発送
１２日（土）ＹＹフォーラム・南Ｙ14：00～
１９日～２０日 第３回 区役員会
２４日（木）役員会 サンホーム６階
２７日（日）第 1 例会 らくらく登山

日本区通年強調目標 PR
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。

加藤

西日本区強調月間

信一 広報事業主任

EF・JWF

クラブやあなたのアニバーサリーの思い出・気持ちを献金にこめて、ワイズダム発展に協力しましょう。
長壽 和子 ファンド事業主任
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット
２月例会出席者数（会員）

１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

４名

２名

メネット・コメット出席数

４名

２月分

２０，１５０円

１名

功労会員・広義会員出席数

１名

今期累計

７６，４２６円

１１名

２月例会出席者総数

２０名

メイクアップ

２名

２月役員会出席者数

１３名

２月の出席率

86.7％

２月会員延べ出席者数

３２名

にこにこ献金

Wind From Kawachi Y’s Men’s World 13～14 年度第１号が配布された。ざっと目を通
して目に着いた記事があった。クラブ研修会もある事だから、ここで取り上げておこうと思う。
（以下引用）
「あなたのクラブを特別なものにするのは何？」
デビー・レドモンド アメリカ地域会長
最近、非営利団体の会合に出席しました。講演者がある団体が資金協力者の注意をひきつけるために何が
必要かについて話していました。「皆さんのクラブは目指すべき北極星を持っていますか？」
彼女はさらに続けて「もし空が星で一杯なら、あなたを目立てさせているのは何でしょう？」と言いました。
それはボランティアや会員を獲得するだけでなく、資金を得るためにも当てはまることです。（略）我々は誰
か（会員になってくれそうな人）の注目を引き付け、我々の活動に関わりたいと思わせる為には何かを身に着
けることが出来なければいけません。クラブのレベルで言うなら、あなたのクラブを今日あらしめている一番
大事なものは何ですか？それは、資金獲得プロジェクトですか、地域奉仕事業ですか、奨学金プログラムです
か、それとも YMCA との関わりですか？ クラブはそれぞれ違います。どのクラブでも使用できるクッキーの
型抜きみたいな便利なプロジェクトなんてありません。（略）世代によってそれぞれ関心の向かうところ、つま
り北極星も違います。（略）我々は世代の欲求や必要に目を向け、彼らの注目を集めるように私達の焦点を提
示しなければなりません。（略）もし、あなたのクラブとプロジェクトを売り込むために３分間与えられれば、あ
なたはうまく売り込めますか？
研修会のテーマとして取り上げてはいかがでしょう？
編集子 田中
第３９期 ク ラ ブ 役 員
会 長:畠平

剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月
メネット会長中野涌子 直前会長:宮本桂子 連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場 ：サンホーム

TEL 06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

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

強・藤井敬子

―８―

