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２００２〜２００３年度【標 語】
ク ラ ブ 標 語「仲間たちの讃歌」〜 集い、語らい、楽しもう 〜 正野忠之
阪 和 部 標 語「ベクトルを合わせ、地域と共に活動を」 神谷尚孝 （和歌山クラブ）
西日本区標語「ベクトルを合わせ、地域と共に活動を」 臼井征郎
Act together within community towards the same goal

ア ジ ア 標 語「Into the bright light of selflessness」John L Choa (Philippine)
国 際 標 語「Growth through service」Bill Ward (U.S.A)
メネット標語「メネットが蒔いた種子から地域に夢を」白井公子（大阪長野）

第２８期 ク ラ ブ 役 員
会 長:正野忠之 副会長:増石広之 副会長:丸尾初子 書 記:初田
メネット:中野涌子 直前会長:中野義彦 連絡主事:宮本修司

稔

書 記:田中惟介

会 計:望月強

会 計:藤井敬子

２月は大事な例会があります。
会長

正野

忠之

ワイズメンになって丸４年が経過しました。入会当初は大きな志など何もありませんでしたが、
今はクラブ会長として、そして運営委員会の委員として、ＹＭＣＡと深く関わりを持つようになり、
私自身、ワイズとＹＭＣＡの関係を強く意識するようになっています。幸いに河内クラブは、東Ｙ
ＭＣＡとサンホームのふたつの奉仕団体と接点があり、ＹＭＣＡをサポートするのには恵まれた環境にあります。と
くにサンホームという老人介護施設との接点は、他のクラブでは得られない貴重な体験となっているように感じます
が、みなさんとってはいかがでしょうか。
さて、２月は次期会長を含め役員を決める大切な例会があります。また、グループディスカッションの時間を設け
ました。クラブ内での課題を話し合っていただく予定です。ぜひとも他人に委ねず、例会に出席して発言してくださ
い。河内クラブは過渡期です。とりあえず誰かが役務を引き受けてやってくれるだろうということでは、新しい体制
づくりはできるはずもありません。個々のメンバーができることを懸命に突き合わせ育てていくことが何よりも必要
です。そのために例会を意識していただくようお願いしてきました。
２月例会こそ、みなさんが意識しメンバーであることの役割を果たす時間ではないでしょうか。委任状で託すのは
簡単です。このブリテンに目を通したならば、手帳に、カレンダーに２月２０日の例会出席予定を書き込んでくださ
い。これは会長として、私からの最大のお願いです。

会員数
広義＆メネット会員
会員出席者
メークアップ
１月の出席率

２３名
３名
１５名
１名
８０.0％

ゲ ス ト ＆ビ ジタ ー
メネット＆コメット
例会出席者
役員会出席者
１月の全出席者

４名
６名
２５名
９名
３５名

1 月度ＢＦポイント
現金
0円
累計
18,000 円
切手
０pt
累計
275pt

Ｙサテレカ
１月分
０枚
累
計
０枚

にこにこファンド
１月分
23,150 円
累
計
127,340 円

例会場・役員会場 ：サンホーム
東大阪市御厨南３−１−１８
TEL 06‑6787‑3733
大阪河内クラブホームページアドレス：http：//www．hct.zaq.ne.jp/cpand205/kawachi/
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例会報告
２００３年１月１６日（木）18:300〜20:30
― サンホーム 6 階 −
記録 岩坂 正雄
出席者
メン 嶌岡・伊藤・山内・新本・笹川・藤井・望月・岩坂・田中・初田・
佐古・増石・横田・正野・中野

メネット 望月・伊藤・新本・初田・田中・中野
コメット
ビジター＆ゲスト（敬称略）
杉浦英・文子 芳澤伸之・古野健太（奈良）

以上 25 名
司会

田中惟介君

正月らしい羽織、袴の正装で
颯爽と登場の田中君。いつに
なく威儀を正しての司会進行。
正野会長 年頭の挨拶で開会。
１月は内輪の例会の予想がビ
ジター４人のご出席に感謝。
インフォメーション
中野君 次期会長の立候補者がなく、選考委員会の
作業に入る。
嶌岡君 ＹＭＣＡ同盟１００周年記念論文は１月末
の締切です。
望月君 年会費の納入は順調です。ロビー展入選者
へのワイズ振興券を杉浦夫妻が初めて使用
して下さいました。
田中君 第２回ロビー展が成功裡に終りました。

スピーチ

を患うと言う不運に打ちのめされる。ところが「こ
の子の病魔は私が持って逝く」と言う言葉を残して
父が世を去り、その言葉とおりに上の子は奇跡的に
完治した。
ハンディキャップを背負いつつ、夫に支えられ、
二人の子供を育て上げ、華道、茶道の師匠として、
またサンホームのボランティアとして奉仕活動に参
加することが出来ている。
母の犠牲的な慈しみ、父の支えと励まし、そして
誠実な夫の愛、これらが逆境を惠の糧として今日の
自分をあらしめている・・・・・・・・。
１時間にわたる自分史のスピーチに声を発する者
も無く、一言ひとことが聞く者の胸に深く吸い込ま
れていった。
最後に、静かに流れる音楽にのせて詠み上げられ
た「母が子を讃える詩」の全文を掲載します。

声も無く聞き入る参加者

笹川桂子
入会１年目の笹川
さんが「マイストー
リー 命をみつめ
て 」と題して、障
害に打ち克って今
日に至る人生振り
返りつつ、人間の生
と死について語ら
れ、聞く者に深い感

ビジターも……

銘を与えて下さった。

【要約】
戦前の満州大連に生まれ、戦後シベリヤに抑留さ
れた父を残して母に連れられ、言語に絶する辛苦の
中引き揚げられた。誕生以来骨の障害に苦しみ、そ
の幼少時代は９回にわたる手術を受け、身体的不自
由と精神的苦痛の日々に耐えつつ過ごされた。
シベリヤ抑留の苦節から復員した父は、画才を生
かして着物の絵師となられ、その影響で桂子さんの
豊かな美的感性が育まれたようだ。
結婚生活は自分にはとても考えられないものと思
っていたのに、一人の男性の誠実一筋の愛にほださ
れて家庭を築く。そして度重なる流産を克服して遂
に上の子が授けられたにも関わらず、その子が大病
−２−

メンバーも……

笹川さんお疲れ様でした。
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担当岩坂正雄・中野涌子
テープ起し

田中惟介

正野会長 去年の奈良での新年合同例
会で、パフォーマンスの役割が 波 だ
ったのですが いきなり笹川さんが あ
んたこれ持って って言うんですネ。え
〜この人，誰や？と わけの判らん内にすごいリー
ドされまして、これが最初の出会いです。〔笑〕
笹川 今日は良い機会を有り難うござ
いました。言い忘れましたが私、股関節
を全廃して人工股関節になりました。そ
れも両足です。で、今は機械人間です。
フフフ・・
伊藤 笹川さんの話でなんとなし、勇
気が出ましたね。１月例会を始められた
中野さんと今日の笹川さんに敬意を表
したいです。
山内 奥の深いお話で、もう一度思い
返してじっくり考えなあかんなぁと。
３・４年前 NHK でシベリア抑留の放送
があってその厳しさをなんとなく解っ
てはいたのですが もう一回人生考え
なおします。
（ゴルフ止めなあかんで・・笑）
新本 引上げの航海で海に棄てられずに
生きて帰られて生々しいお話を聞かせて
頂いて有り難うございます。
嶌岡 途中までしっかり聞いていたので
すが、急用が入りまして最後まで聞けなく
て残念でした。またどこかでお話したいと
思います。
伊藤メネ お父さんとお母さんの愛がな
んとも もう身に沁みました。笹川さん
の詩も・・。有り難いお話でした。
望月メネ ン才の誕生祝いを頂き、それ
と、良いお話を聞かせて頂き有り難うご
ざいました。
田中メネ 笹川さんのお話を聞いて、あ
まり年も違わないのに、私の何倍もの人
生を生きておられるなァと感じました。
それと今日の主人の衣装は３０年ほど前、
結婚式に着たものです。で、私も主人に
好きや、好きやって言われて結婚したんですけど（わ
ぁ〜っ・拍手・笑声）そこは笹川さんと同じなんですけ
ど、違いはうちの人はずーっとおもしろ、おかしい
人でした。〔爆笑〕
新本メネ お話を聞いているとメルヘン
の世界にいるような生の良いお声で、家
にいる時は飯お茶と怒鳴られているばか
りみたいで ほっとしました。
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望月 今日は３分間喋りましたので黙っ
て・・
藤井 今日は正面 （の笹川さ
ん）と横（の望月さん）から人生
の先輩のお話を生で聞かせて頂き大変
有り難うございました。
初田メネ 笹川さんのご両親は７年間の
熱烈な恋愛で結婚なさったそうで、私等も
熱烈な５年を経て結婚したんです（わぁわ
ぁ・拍手）その後 子供には甘かったので笹
川さんのような立派な子に育ってくれま
せんで、失敗したかなぁと・・
初田 ブリテン用に頂いた写真の扱い、気に入って
頂けたでしょうか？それから子供の頃から自分の足
で大地を踏みしめ飛んだり跳ねたりしたいと思って
いたとおっしゃいましたね？僕は２年前に心臓を悪
くして今は走れないのですが僅か２年です。笹川さ
んの長い間の淋しさを思うとまだまだ幸せかなぁと
思いました。
中野 こないだ医者へ行って肩が上がり
にくいと言ったら５０肩や、言われました。
１０年若返ったなぁと言うと 実年齢は
関係おまへんと言われました。皆さんもお
気をつけ下さい。
横田 感性豊かなお話を伺いまして感動
しました。こう言う方のいらっしゃる河内
クラブに来て良かったと思います。
増石 お話を聞いて笹川さんの精神力、
その他の能力、改めて見直しました。正月
なのでちょっと景気の良い話。アマチュア
無線コンテストで去年 夏、秋と連続入賞
しました。業界紙から原稿依頼が来たのでいつか原
稿料を貰える（うわぁ〜）事を期待しています。
〔笑〕
佐古 ４２〜３年前、彼女と同じ頃 整
肢学園に関っていまして、家内がそこの
職員でした。笹川さんをよく憶えていて
今日のお話を聞くと感動したと思います。
あの頃の懐かしい話を一緒に出来るよう
に例会に連れてきたいと思います。
杉浦メネ (奈良) １年前に入会なさった
時からちょっと違った雰囲気を持った方
だな、と思っていたのです。芳澤さんと
ボランティアをされてる中で、素敵な方
なんだょと聞かされまして、私たちの持っていない
ような奉仕の気持ちがどこから出ていらっしゃるの
かナと思っていました。いろんな試練をへて暖かい
思いを持たれた事が今日よくわかりました。こんな
方がワイズメンにいて下さる事で周りにいい影響が
あると、本当に感動いたしました。
古野 （ゲスト） 私は未だ結婚もしていな
いのですが先が楽しみになりました。なん
となく日を過していましたが、毎日を噛み
締めて行きたいなと思いました。

−３−
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１月例会つづき

芳澤 （奈良） 笹川さんと呼ぶより、マ
マ・・去年の２月２３日にサンホームの
喫茶にご奉仕させて頂くようになり約１
年、笹川さんから多くの事を教わりまし
た。決して弱音をはかず、むしろ私を労ってくださ
いました。笹川さん、施設長に感謝いたします。マ
マ、あさって又頑張りましょう。
（拍手・拍手）
杉浦（奈良） 先月のクリスマス例会も素
晴らしかったですが今日の笹川さんのお
話に もう感動しました。有り難うござ
いました。
田中 正月用のこねたを用意してるんで
すが、司会の立場上、この時間の押した
状態でやってしまうとヒンシュクを買い
ますので、下の喫茶の方でチョコットさ
せて頂きたいなと思います。
中野メネ 感動で無駄口も出ない、ショ
ックでとても充実した気持ちになってい
ます。んで私のこんなに軽いのは、なん
の苦労も無かったせいかなと（笑）感動
を与えられるような生き方を、まぁもぅ無理ですね
ェ（笑）笹川さんに感謝です。
岩坂 最後になりました。なんとなくさ
さくれた時代ですが今日は感動しました。
田中さんにも感謝したい。冗談混じりに
言いました事を、真に受けて（え〜っ）
（笑）羽織袴で音楽の出るロウソクまで演出して頂
いてこんな正直者の旦那さんを持たれたメネットさ
んも幸せな方だと思いました。
（笑）有り難うござい
ました
本日のにこにこ￥２３、１５０− 御協力に感謝

３分間スピーチ
田中 惟介君
３分間スピーチの時間です。望月メンと私が指名されてお
ります。司会の立場から言えば私が後になるべきなのです
が先にさせて頂きます。その訳はあとで述べます。
入会して、ちょうど１０年たちました。
８年前、奇しくも今日と同じ，望月メンと２人、ク
ラブ内スピーチの機会をいただきました。
〔だから今
回も私が前座を努めなければならないのです。
〕多分
随分気負っていたと思いますが、人の思いは実現す
る。と言う内容のお話をしました。
クラブ会長を務めさせていただいたのは、５年前
になります。その時の標語は 想像と創造の地平に
ニューパラダイムを でした。憶えていてくださる
でしょうか？｢人の満足度は、物から心へうつるべき
だ｣と述べた事を。戦後、日本は物質的・経済的成功
を目指しひたすら走りつづけました。今、その結果
はバブルの崩壊とその後に続く失われた１０年であ
ります。政治はいまだ構造改革だ、否、景気刺激策

−4−

だと右往左往を繰り返し，行きつく先すなわち新し
い地平（ニューパラダイム）を示してはくれません。
真理をゆびさす者出でよ。の期待はいや増しに増
して来るでしょう。形を変えたカルトがふえるかも
しれません。恐れる事はファシズムへの暴走であり
ます。２５００年前に釈迦が、２０００年前にイエ
スが、１４００年前にはマホメットが、１２００年
前には空海が出ているのだから、もうそろそろ偉大
な宗教家が出てもいいころだと友人達には話してい
るのですが、思えば現代人はかっての偉人よりも、
技術力をもってまさに超能力を発揮しているような
ものですから、自力で新しい地平を切り開くべきな
のかもしれません。
自己責任と言われる事の真意はまさに一人一人の
判断で持っての意味ではなく全人類に付託されたも
のとして未来を目指す事にあると思います。
話が長くなりました。まとめに変えて指差す先の
思いをのべます。デフレを歓迎しよう。大量生産，
大量消費，大量廃棄の経済成長システムの限界と少
子高齢化の実情から成長を前提としない豊かさを分
かちあう社会を目指す為に SHRINNK TO JUMP (not
TO GROW)
望月 強君
この様なスピーチの機会に会った時，何を喋ろう
かなと考えます。なにか良い話を聞いたとき あぁ
この話をしよう。 別の日に違う話を聞くと あぁこ
の話をしようか などと思うばかりです。まぁ私は
笹川さんとは違いまして頭の方以外は大変健康。た
だし小さい時はとても弱かった。塾通いならぬ病院
通いばかりで大きくなりました。今はもう元気・健
康印。山は登るはランニングをするは健康のことな
ら望月！てな風に変わってしまいました。今，田中
さんが１０年前に入会したと言ってましたが あの
頃は首が回らず彼によく揉んでもらいました。借金
と運動の片寄りが原因でしたネ。それで、ラジオ体
操を始めました。日に３回すれば良いと勧められた
のですが，今は一回だけ、６時半に起きてテレビの
スイッチを入れ体操をし、６時４５分から又一眠り
するんですが・・
（笑）この辺りがずぼらなところで
す・・あまり肩に力を入れないのが良いようで・・。
次に，最初に言った、話を聞いて喋りたいなぁと思
った一つですが、京都キャピタルのブリテンに お
神輿の担ぎ方 と言うのが有りました。昔は 俺が
神輿に乗るぞ。 良し皆で担ごう と言う風があっ
た。というものです。誰かが 会長をやる と言う
時に 皆で担ごう と言う意欲を今一度 皆で出し
てみてはと思うのです。最近は神輿を担ぐ顔ぶれが
一定で、それも年老いてきた様で、何とかしなけれ
ば・・と思うのです。中野さんが会長のときに始め
た、例会担当の長にヴェテランを据え、４人の担ぎ
手を中心に運営すると言う方法が上手く行っている
と思います。今後 よし 俺も手伝う と言う人が
一人でも多くなるようにクラブの運営が出来れば良
いと思います。以上です。どうも有り難うございま
した。
【次回は中野君と山内君です。】
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母が子を讃える詩

序章
お父さんを父と選んで
お母さんを母と選んで、
いのちの世界から
私たちの家庭に生まれて来て下さった神
の子さん

一
お母さんはおぼえていますよ
あなたがお母さんのお腹の中で
はじめて動いてくれた時の驚きとよろこ
びを
あの日
お母さんはあなたに着せる産着を縫って
いました
すると突然
お腹の中で
ぴくっ、ぴくっ、と動いたのです。
足で蹴っているのかしら
手をのばして、あくびをしているのかし
ら・・・・
お母さんはそんなことを考えながら
お腹にじっと手をあてていました
はじめての胎動は
あまり長くはなかったけれど
「生きているよ、お母さん」
「ここにいるよ、お母さん」
と、あなたが叫んでいるように聞こえたの
だからお母さんも
負けずにお話してあげました
「あなたはお父さんのように健康で、根
気よく、スポーツ好きのよい子ですよ」
「あなたはお母さんのように明るくて、
勉強好きのよい子ですよ」と

二
「おぎゃあ」という
あなたの元気な産声を
お母さんは天にものぼるよろこびをもっ
て聞きました
そしてお母さんは
あなたの誕生とともに
母として生まれたのです
お父さんと二人きりの間は
庭つきの家がほしいとか
きれいな洋服がほしいとか
ずい分わがままを言って来ました
でも、そんな余計なもの
もう、一つもなくてもいいのです
あなたが私たちの子どもである
そのことに充分な満足をもつたのです
充分なしあわせを感じたのです
お母さんはあなたの母として
立派に生きようと
あの時、決意したのです

あなたがはじめて歩いたのは
一才のお誕生日を目の前にした
五月晴れの日でした
かわいいお手々を前に出して
三歩すすんで
どーんと
おしりをつきました

四

欲のない人！
そんなあなたを見ていると
お母さんは
つい、ほほえんでしまいます

八
「お母さん 人間はなあ 生まれたとき
からみんな使命があるねんて
社会の役に立つ人になって
喜ばれる人にならなあかんねんて」

健康手帳の第一頁に
あなたの小さな手型が
朱く、濃く、印されています

あなたは外で教えていただいたことを
正しく理解して
よくお母さんに話してくれます

お父さんの大きな手と
よく、くらべっこしましたね

お母さんはあなたに教えるより
教わるほうが多いです

五

九

あなたが重い病気にかかったとき
お母さんがあなたに代わって病気になる
方が
どんなに楽なことかと思いました

中学校の制服を着たあなたを見ていると
一緒に過ごして来た長い年月をとび越え
えて
ただ、あなたが凛々しく、立派であること
を讃えたくなります

あなたが苦しんだり
不幸だったり
悩んだりしていると
心が痛むのです
お母さんの心が悲しむのです
でも、お母さんは
そんな時だって、負けはしませんでした
あなたの病気を治してあげなければなら
ないのですもの
あなたを幸せにしてあげなければならな
いのですもの
あなたと一緒に歩いてゆかなければなら
ない道ですもの

六
七五三、春のお節句、幼稚園入園、小学校
入学
あなたのお祝いを重ねる度に
お母さんはいつも
大きなよろこびを感じました
晴れ着を準備するのもうれしかった
晴れ着を着たあなたを見るのもうれしか
った
家中で、或る時はおじいちゃま、おばあち
ゃまもご一緒に
お母さんの手料理でお祝いしたのもうれ
しかった

健康で学校を一日も休まず
毎朝「行って来ます」と張り切って出かけ
ます
ラジオを使って
自分の意思と努力で
英語を勉強する楽しみもわかって着まし
た
小さい時のように
手をかけなくてもいいと言うことは
何となくさみしいことだけれど
お母さんの背丈をはるかに追い越してし
まったあなたが
未来に向かって歩いている
お母さんは
やっぱりよろこびのほうが大きいです

終章
お父さんを父と選んで
お母さんを母と選んで
いのちの世界から
私たちの家庭に生まれて来て下さった神
の子さん
あなたは私たちの宝
私たちは
あなたによってよろこび
私たちは
あなたによって楽しみ

お母さんは
うれしいときに
ずい分泣きました

七
お友だちが遊びにくると
お菓子や冷蔵庫の飲みものを
全部あげてしまうあなた

私たちは
あなたによって浄められる
そして私たちは
あなたとともに
限りなく高い生命の世界にすすんでゆく

おおらかで
気前がよく
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役員会報告
１月 23 日（木） 東ＹＭＣＡ

仲間たちの讃歌
日本区強調月間 TOF CS
出席者 正野・増石・田中・初田・中野・佐古・宮本・丸尾・
望月

２月例会について
例会日２月２０日（木）サンホーム
例会担当 Ｄグループ
（長）山内・増石・箕浦・藤井・大薮・大谷
司会＝増石広之 食事担当＝山内信三
聖句朗読＝箕浦泰之
食前感謝＝山内信三
Ｙニュース＝宮本 サンホーム＝嶌岡
３月ブリテン原稿
例会報告＝増石 役員会＝初田 Ｙニュース＝宮本
サンホーム＝嶌岡 にこにこ語録＝藤井
メネットコーナー＝箕浦メ メネット関係＝中野メ
連絡事項
★クラブ役員選挙につき委任状の発行
当日欠席者に委任状を提出してもらう。。
★新年合同例会
クラブから総勢２０名の参加があった。

審議事項
★次期会長候補について
立候補者がないので選考委員会が活動を展開して
いる。
★３月例会 メネット例会について
２月の役員会にメネット会長も同席して、担当グル
ープを交えて検討する。
★河内クラブホームページについて
新年度からは予算化して単にブリテンをそのまま貼
り付けるたものではなく、色々な情報を提供できるＨ
Ｐを予定している。
★らくらく登山について
日程は４月の最終日曜日。今年は２７日を予定する。
主催はメネット会とし、サポートはチームを組んで行
う。
★上半期会計について
今 50％以上の入金状況であり、順調である。
★一泊研修について
例年の生駒はタイミングを逸して２月の初旬は無理。
六甲も申込みが遅く、部屋が確保出来ない。時期を
ずらして４月頃に行う。
次期会長及び役員の研修を兼ねた研修会にした
い。
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今月の例会は必ず出席して下さい
２月例会はクラブの次期役員を決める大切な例会
です。万難を排して出席して下さい。
どうしても出席の出来ないメンバーは、必ず委任
状を２月１８日までに会長まで提出して下さい。

阪和部チャリティーゴルフコンペ
のご案内
阪和部チャリティーゴルフコンペのご案内をさ
せて頂きます。
今までも阪和部では、ほぼ毎年 1 度、ゴルフコ
ンペを開催しています。
今回は、チャリティーゴルフコンペと位置づけ、
阪和部・部サービス事業主査の任務として開催し
ます。
ここで得られた収益金は、４月２９日（祝）に
開催します、「テニス大会（障害者と共に）」の運
営資金の一部として用いさせて頂きます。親睦を
深めると共に、奉仕活動資金作りにご協力お願い
します。
と き：２００３年３月 25 日（火）
じかん：午前９時 00 分現地集合（8：30 受付開始）
9：30 スタート OUT IN 同時スタート
参加者：５組（２０名）
ところ：大阪ゴルフクラブ
大阪府岬町深日３１
TEL0724−92−2011
プレー費：特別割引を適用して 15,000 円
参加費：5,000 円
賞品になりそうな品物を１品以上献品
して下さい。
申し込み：神谷尚孝 TEL 073−472−5994
FAX 073−471−9165
E-mail kami-ys@infonet.co.jp

第１７回

ワイズメンズクラブテニス大会
−

障害者と共に

−

と き：２００３年４月２９日
ところ：シーサイドテニスガーデン舞州
tel 06-6460-9711 fax 06-6460-9733
じかん：10:00〜16:00
参加費：１日 3,000 円 半日 2,000 円
昼食代：1,000 円
懇親会費：10,000 円
持ち物：テニスシューズ・ラケット・タオル

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００３年 ２月報
新年合同例会報告
1 月１９日（日）に阪和部新年合同例会が和歌山
市の「ホテルアバローム紀の国」で開催された。当
日は望月さんの車に同乗させてもらい、車内で祝会
に発表するアピールのパフォーマンスの打合せをし
ました。田中惟介ディレクターの企画で（前日に依
頼）本当の一夜漬けでした。会場に着いて開会まで
の 5 分間ほどでリハーサル。

パフォーマンス「チアガールでミュージカル」③

完成

記念撮影
グラスホッパーズの演奏

記念撮影

楽しい歓談風景

狂言「蝸牛」

パフォーマンス「チアガールでミュージカル」①

パフォーマンス「チアガールでミュージカル」②

合同例会は紀の川クラブ鈴木彰さんの名司会で開
会。神谷阪和部長の開会点鐘と新年のご挨拶で始ま
る。美味しい食事を頂き、楽しい新年の懇談が各テ
ーブルで盛り上がっていた。
アトラクションの狂言は「蝸牛」私は初めての経
験でした。私の気性から能とか狂言などのゆったり
した喋りには馴染みがなかったのですが、食わず嫌
いのところがあったのでしょう。実際に観ると結構
面白かった。しかし、きっと難しい顔をして観てい
たのでしょうか、司会の鈴木さんから「顔をしかめ
て観ていましたが、気に入ってくれたでしょうか」
と名指しで尋ねられ、ドキッとしました。
「大変面白
かったです。変な顔をしていてすみません」
パフォーマンスも無事に終わり？、あまり演技を
した記憶がないのですが、知らない間に終っていた
感じがしました。楽しい時間はすぐに過ぎてしまい
ます。楽しい余韻に浸りながら紀ノ川の皆さんに見
送られて会場を後にしました。
ホストをして下さった紀の川の皆さん、本当に有
難うございました。お疲れ様でした。
当日の参加者
伊藤圭介・伊藤玲子・岩坂正雄・笹川桂子・笹川治
太郎・新本英二・新本力子・田中惟介・中野義彦・
中野涌子・初田稔・初田真佐子・増石広之・丸尾初
子・望月強・望月治子・山内信三・横田憲子・横田
充宏・横田登紀子
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特養の年末のプログラムは、12 月 29 日（日）にご家族の人たちも参加して頂いて「2002 年望年会」と「餅
つき」が行なわれました。望年会は、バイキング形式で 1 年を振り返り「わいわいがやがや」おおいに盛り上
がりました。その後１階ロビーで餅つきが行なわれ、お餅をつく人、丸める人、食べる人ボランティアの人た
ち家族の人にも協力していただいて「りっぱなお餅」が完成しました。今年は元気が良すぎたのか、量が少な
かったのか、要領が良かったのか非常にスムーズに行なう事ができました。また、デイサービスの部門ではお
正月に備えて、「イモ版画づくり」「かがみ餅づくり」が行なわれました。
年始になると元旦の食事は豪華お正月料理で始まり、12 日（日）は午前中に石切神社へ初詣に行き、お昼
はご家族も交えてお鍋を囲んでの新年会で 2003 年のそれぞれの健康を願いあいました。デイサービスは、6
日（月）から始まり「書初め」「お茶会」のプログラムを行なっています。インフルエンザが猛威を奮ってい
ますが、お互いに健康に気をつけてこれからもイキイキとした生活が送れるようにしていきたいと思っており
ます。
東ＹＭＣＡ「クリスマス献金プログラムボランティア募集」
東ＹＭＣＡのクリスマス献金プログラムとして下記のプログラムが行なわれます。ボランティアとして協力
していただける方々を募っておりますので、ご協力いただける方はウエルネス・宮本、サンホーム・竿までお
知らせください。
2 月 16 日（日）「レインボークラブ」
東大阪市内の障害者の方と天保山ハーバービレッジ周辺へ日帰りツアーを実施します。
今年度開始のプログラムです。主として車椅子の介助をお願いします。
3 月 16 日（日）「ふれあいサロン」
サンホーム周辺の地域にお住まいのひとり暮らしの高齢者の方々をお招きしてサンホーム内で食事も
含めて一日楽しい時間を過ごしていただきます。継続して実施しているプログラムです。

暖冬と噂されていた、今シーズン？！ 気象庁も長期の予
報は残念ながら的外れで、厳しい寒さが続く毎日ですね。
その寒さが原因？かどうかは判りませんが、今年はインフ
ルエンザが大流行しているそうです。皆さん帰宅時には手洗
いとうがいを習慣づけましょう。
さてＹＭＣＡでは、昨年の１１月より大阪府の教育委員会と共済で学校休業日プログラムを行っています。
これは週休２日制に伴い、月に一度地域の子ども達に遊ぶ機会や場所、プログラムを提供することが目的で始
められました。東大阪市地区以外では、豊中市や狭山市、枚方市等でも並行して行われています。既に４回が
終了しましたが、プログラムも少しづつ広まり、定員の２０名が埋まるぐらいの盛況です。プログラムはニュ
ースポーツや凧揚げなど多彩です。又、障害を持つ子ども達にも今後広報していきますが、お手伝いしていた
だけるボランティアの方が不足しております。子ども達が活き活きと遊ぶ姿はとても心安らぎます。ボランテ
ィアを募集していますので、ご希望の方は是非東ＹＭＣＡにご一報ください。
本当に寒い今シーズンです。しかし寒い冬はＹＭＣＡにとっては好都合？で、スキーキャンプでも雪不足に
は悩まされずに済むのです。まだもう一度は寒気が到来しそうですね。寒さに負けない元気な身体を作りまし
ょう。くれぐれも健康にはご留意ください。
東ＹＭＣＡ 宮本 修司

お知らせとお願い
阪和部の高橋辰夫

「Sign
Ｙサ・ユース事業主査が、部行事初めての、

post」
（サインポスト）を企画しました。

これは、ＹＭＣＡに関係する学生と、ワイズメンとの職業座談会で、学生たちに、各業界で活躍しているワイズメン（男
性・女性）が、職業観や、現在のお仕事のやり甲斐・苦労・などを、ざっくばらんにお話しして頂き、学生たちの将来の
職業選択に少しでも役立てて戴こうとするもので、職業紹介や斡旋とは違います。
ワイズメンお一人に、２〜３名の学生がテーブルを囲み、上記の職業観について話し合うと共に、ワイズメンズクラブ
の活動なども話して頂き、社会人になってからも、ＹＭＣＡと共に歩んでくれることを願う機会とします。
開催日時：２００３年２月２３日（日）１３：００〜１７：００
開催場所：大阪ＹＭＣＡ学院 （地下鉄谷町９丁目駅下車、南へ徒歩５分）
お 願 い： 話し相手を務めて下さるワイズメンの方々のお申し込みをお待ちしています。
上記企画に参加して下さる学生のご紹介をお願いします。
申し込みや詳しいことは、阪和部Ｙサ事業主査 高橋辰夫まで
TEL／FAX ０７４２−５１−１５８３
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京都グローバルクラブ１０周年記念例会
日 時：２００３年３月２９日（土）
１７：００〜
場 所：リーガロイヤルホテル京都
各クラブの周年が盛会に迎えられますことをお祈り
致します。

２００２年度メネットコラム（連載）

【第 10 回】

テーマ

私の近況
増石

民子

毎年・・・・
今年こそはっていろいろ、ああしたい、こうしよ
うと思いながら、いつも何故か平々凡々と過ぎてし
まいます。
でも、何らかの障害があるときなんかは、如何に
平々凡々に暮らすのが難しい、そして幸せなんだろ
うと思います。
近況は歩いていると言うことですね。あの山、こ
の山近くから遠くにと、今年も足を鍛え歩きます。

次次期国際会長きまる
国際議員の選挙結果がでました。
International President-elect 2003/2004
Mr.John L.Choa(Asia-Philippine)
International Treasurer-elect 2003/2004
Mr.Klaus Dietzel(Europe-Germany)
International Council Members 2003/2006 from
Asia
西村隆夫氏（東京インターナショナルファミリークラブ）
Mr. Shim Jai-sung (Korea)
Mrs.Janet Lim Gek Neo Siew (Singapore)

理事通信 2 月報より抜粋
１月半年報による会員数、さらに減少

1793 名。

１月の半年報による会員数は、1793 名と７月半年
報に比べ、５名の減少でした。
京都部１１名増、九州部７名増（宮崎２３名含まず）
と大変頑張って頂きましたが、反面、９部の内３部
が横ばい、４部で減少、特に理事輩出のびわこ部で
の１０名減少、阪和部の７名減少は大変ショックで
した。
あと５ヶ月有ります。各部部長さん、各クラブ会
長さんとももうひと頑張りして頂きますよう宜しく
お願いします。

後期区費の納入をお願いします。
西日本区後期分区費の納入期限は、２月末日です。
区より１月半年報により請求書を２月初旬に送りま
すので西日本区事務所まで同封払い込み用紙にて納
入をお願いします。

これからの周年例会
京都ウイングクラブ１５周年記念例会
日 時：２００３年３月２２日（土）
１８：００〜
場 所：京都全日空ホテル
彦根クラブ５０周年記念例会
日 時：２００３年３月２３日（日）
１１：００〜１５：００
場 所：彦根プリンスホテル
登録費：メ
ン １０，０００円
メネット
８，０００円

お年玉記念切手シート当選番号
しも２桁 18

51

74

当選した葉書は切手シートに交換して
２月例会にご持参ください。
CS 担当 山口 穣

TIME OF FAST(タイムオブファスト)
世界の飢餓に苦しむ人々のために、ある月のクラ
ブ例会の食事を抜きにしてその分の金額を国際に集
め、その年度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動。
いわゆる途上国で民生向上のために苦闘している
YMCA の活動を選ぶことが多い。

出席第一！
出席はメンバーの義務である
例会に欠席の場合は
必ず会長まで連絡をして下さい。
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HAPPY BIRTH DAY

February 2000

WEDDING ANNIVERSARY

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生
丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生

丸尾初子＆欽造夫妻
伊藤圭介＆玲子夫妻
新本英二＆力子夫妻
藤井敬子＆ 中夫妻
嶌岡正明＆いずみ夫妻

２月 ３日
２月 ４日
２月 ４日
２月１５日
２月２４日

西日本区通年強調目標 ＰＲ
地域の人々にワイズメンズクラブの六つの目的をＰＲしましょう。具体的な活動内容をマスメディアか
ら報道してもらう事も考えましょう。あなたの働きがけがワイズの知名度を高め、新しい仲間を増やす
事につながります。

西日本区強調月間

ＴＯＦ ＣＳ

地域と共に活動を」を合言葉に、地域に密着し、地域のニーズを汲み取り掘り起こして、地域を巻き込んだ活動を
展開しましょう。今月は原資となる献金の月です。100％達成を目指してください。
高木 志朗 地域奉仕主任（大ヴェクセル）

中西部
合同メネット会のご案内

２月−３月の予定
２

と き ２００３年３月８日（土）
ところ 太閤園 大阪市都島区網島町 9‑10
TEL 06‑6356‑1111
じかん 11：00〜13：30
かいひ 4,000 円 昼食つき
ほすと 大阪西クラブメネット会
講 演
女性が輝いて生きるために
講師 中嶋 美貴子さん

2 月 7 日（金）第２例会 サンホーム
2 月１６日（日）レインボークラブ
サンホーム天保山車椅子ツアー
2 月２０日（木）第１例会
次期役員選挙
2 月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

兵庫県西宮市出身。１９４５年１月１日生。
女性のトータル美を訴え、提案・啓蒙する異
色の女性創業経営者。
中嶋美貴子さんの詳しいプロフィールなどは、
大阪西クラブのホームページでご覧ください。

http:www9.ocn.ne.jp/^nys/

第５回 西日本区ＹＹフォーラム

３
3 月 7 日（金）第２例会 サンホーム
3 月 8 日（土）中西部合同メネット会
3 月 9 日（日）西日本区 YY フォーラム
生駒山麓公園ふれあいセンター
3 月１６日（日）ふれあいサロン サン
ホーム
3 月２０日（木）第１例会
3 月 21 日（金）〜22 日（土）
次期会長・主査研修会 六甲ＹＭＣＡ
3 月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

力を合わせてＹＹ前進
- Do you know YMCA & Y’s -

Wind

と き
ところ
じかん
かいひ

２００３年３月９日（日）
生駒山麓公園 ふれあいセンター
午前９：30〜１５：30
当日のみ
3,000 円
前夜祭より 10,000 円
対 象 ＹＭＣＡに連なる全ての方々

From Kawachi

寒い日が続いておりますが、お元気でお過しですか。
今年もまたクラブの次期活動を担う役員の選挙の月
がやって来ました。メンバー数の減少に伴い、高齢化が
進んで次期役員の選考に苦慮することが多くなっていま
す。
元気のあるときに積極的に役目を引き
受けて欲しいものです。
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