
 
 
 
 

 

 

 

２００３年１２月報    Vol ３３９ 
 

２００３～２００４年度【標 語】 

クラブ標 語「能力（ちから）を出しきって達成感をもとう」 田中惟介 
阪和部標語「All for One、 One for All」－皆は一人の為に 一人は皆の為に 杉浦 英（奈良クラブ） 
西日本区標語「Serve as a bridge for the future」 未来に架ける橋    大野嘉宏（京都パレスクラブ） 
アジア標 語「New thinking New action」新たな思考で新たな行動を  Chung Yung hwan  (KOREA) 
国 際 標 語「Be Agents of Change」－to meet the emerging challenges －  Jacob cherian (INDIA) 

「変革の担い手となろう」－押し寄せる挑戦に応えるために－ 
メネット標語「未来に繋ぐために」…あらためてメネット事業って何？  畑本久仁枝（京都トゥービー） 

 
【今月の聖句】� �マタイによる福音書 ２章２節 
「ユダヤの人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を見たので、拝みに来た

のです。」 
 
                            会長 田中惟介 

 

  順風満帆・・・・・・追い風を受け、潮の流れも良好だ。 

河内丸の航海は とりあえず嵐を避け安全に基地へ向かいつつある。 

＊   ＊   ＊   ＊   ＊    

自戒しよう。罠があるかも知れない。靄のかかったような心もとなさの原因を探れ！求心力を失うな。 

確信を持って指示を出せ。足元を見よ！ 

＊   ＊   ＊   ＊   ＊    

私の気力が低下しています。こんな時はいつも叱咤し，回復に努めるのですがやや重症のようです。 

       もっと力を下さい。 

＊   ＊   ＊   ＊   ＊    

よみがえりました。永遠の命の意味が解かった時 肩の力が抜け あるがままでよいのだと気づかされました。  

＊   ＊   ＊   ＊   ＊    

巻頭言に私事を交えて申し訳ないことですが 気がかりだった初孫誕生の瞬間にたちあい、待ちの長い時間とそ

の後に考えたことを書いて見ました。  

                           メリークリスマス！ 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ７名 11 月度ＢＦポイント Ｙサテレカ にこにこファンド 
広義＆メネット会員 ２名 メネット＆コメット ５名 現金 23,500 円 11 月分 11 月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ２９名 累計 ０円 ０枚 21,000 円 
メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １０名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ １ 月 の 出 席 率 ９０.0％ １１月の全出席者 ３９名 累計 23,500pt ０枚 103,087 円 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

 

第２９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:田中 惟介 副会長:初田 稔・藤井 敬子 書 記:増石 広之・横田 憲子 会 計:佐古 至弘・笹川 桂子 

メネット会長:田中 加代子 直前会長:正野 忠之 連絡主事:宮本 修司 

 

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．Kisweb.ne.jp/kawachi-ys/ 
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  １１月例会報告   
２００３年１１月２０日（木）１８:３０～２０:３0 

― サンホーム 6階 －               記録 新本 英二 
   

出席者(敬称略) 
メン 岩坂・佐古・横田・伊藤・田中・新本・望月・ 

丸尾・初田・中野・山内・宮本・嶌岡・笹川・正野・

藤井・増石・ 
メネット 田中・初田・望月・新本・伊藤・ 
ゲスト&ヴィジター 杉浦 英・文子(奈良) 
吉田全孝（大阪サウス）・尾崎琢磨（大阪セントラル） 
今井利子（なかのしま）稲毛延香（特養スタッフ） 
田中忠仁氏(ゲストスピーカー) 
 

以上 ２９名

 

２  

ベテランの岩坂君の司会で１１月例

会は始まった。 

なかのしまクラブの今井さんやセントラ

ルクラブの尾崎さん、サウスクラブの吉

田さんたちのアピールと勧誘で例会は進行して行く。 

 

杉浦さんと今井さん    尾崎さん      吉田さん 

 

スピーチ  「これからの中国と日本」 

                       田中 忠仁氏 

  

 現在好調な売れ行きの１００円ショップの商品は全て中

国製品です。東大阪出身で上海で活躍されている方を

知っていますが、金型が大切ですね。５０年前市岡高校

在学中ハイＹ活動で故森田薫主事にお世話になり、今

も御夫人とおつき合いしています。 

  中国と日本とは常に過去が

引っかかります。中国は４０００

年の歴史を有する漢字文字の

国です。友好と中国で言います

が、韓国では善隣と言い、日本

では親善と言います。私の会社

は友好善隣でない有限会社 

芳隣  と言います。さて1970年

代以前は友好貿易推進時代でイデイロギー時代でした。

1980 年代以前は貿易モノの時代。1990 年代は投資カ

ネの時代。2001 年以降はヒトの時代で中国日本相互に

人を受け入れ人材をつくる時代になっています。現在

の中国人の心は屈折しています。毛沢東発動のあの文

化大革命の無念さを引きずり、さらに中日１５年戦争の

遠因を引きずり日本から仲良くしたいと思っても中国国

定教科書反日歴史教育の南京３０万人大虐殺事件で

象徴化される通り２１世紀半ばまでこの問題は消滅しな

い。中国には伝統としての中華思想と、成り上がりの小

日本という考えもあるが、薄型ＴＶ、ＤＶＤ、デジカメを礼

讃する若い世代がいる。報道の偏向が見られる。1998

年江沢民来日時の日中共同宣言は中国不利な記述は

省略した。しかし中国共産党は社会主義を放棄し、現

在国を挙げて修正資本主義に移行中である。中国憲法

は第１条でプロレタリアートの国と規定しているが、2004

年に修正される。中国の人口は１３億人、日本の１０倍

の人口である。日本は ODA 援助を続行しているが、援

助など一般の人々は知らない。人民元について資本取

引は自由化していない。中国には3000億ドルの蓄積が

あり、香港台湾の外貨を算入すると 6000 億ドルに達す

る。2008年の北京オリンピック、2010年の上海EXPO目

指して大変貌を遂げようとしている。変化を遂げる中国

第六世代（10～20 代）の日中関係に期待したい。先々

には東北アジア共同体構想とか共通通貨“エーロ”の発

行等考えられる。現状からして米中日の三国関係は結

局日米、中米の二国関係に帰する。 

                                                            

 中国新幹線問題について 

  北京上海間の高速鉄道が計画中であるが、ドイツのリ

ニアモーターと日本の新幹線方式が競争している。ドイ

ツのリニアモーターは上海空港と市内を直結する交通

機関として運行しているが、故障が多すぎる。新幹線方

式にも可能性はある。 （実験中の日本のリニアモーターが
時速 485 ㎞を樹立、さらに時速 500 ㎞を目指す。） 
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にこにこ語録・１１月例会 敬称略。 
             （取材・増石 広之） 
 

稲毛(サンホーム) お弁当沢山頂

いて有り難う御座いました。 
 
伊藤 先生

のお話のな

かで森田さ

んの話がで

てきましたが、私は森田さん

にワイズへ入れてもらった様

なものです。ワイズへ入る時

紹介者は直ぐに辞めて、私も半年位休んでました

が、その後森田さんのお誘いで、ワイズへ居着い

たようなもので、森田さんの奥さんに会われたら、

先生から伊藤がこんな事を言ってたと、仰って下

さい。  
尾崎(セントラル) セントラ

ルの尾崎です。第五回記念

周会以来の河内の例会でし

た。非常に和やかな楽しい

会を過ごさせて貰って有り

難う御座いました。  

杉浦部長(奈良) 本当に立派な

お話有り難う御座いました。パ

ート 2 が御座いましたら是非共

よろしくお願いいたします。有

り難う御座いました。 
今井(なかのしま) 今井です。今

日は先生有り難う御座いまし

た。私は、先のお話の通り 1931
年生まれで戦中、戦後の当時の

若者は、不自由を凌いで日本を

立て直しました。今の若い人も

頑張るように、先生ご指導下さ

い。  
杉浦メネット主査 (奈良) 今
日はメネット事業の絵本作り

の国内プロジェクト続きです。

スペシャルオリンピックのチ

ャリティコンサートの券を買

って頂いて、ご協力有り難う御

座いました。  
 

吉田(サウス) 本日はどーも有

り難う御座いました。サウスの

吉田です。新年合同例会は是非

とも皆様ご一緒に、祝いたいと

思います。多数お越し下さるよ

う、お誘いいたします。 
 

 

ロビー展 PR 行状記 
                増石 広之 
11 月 13 日 

西クラブ、厚生年金会館にて、リッチな例会で

司会者の元気と共に、バイキングスタイルの食事

で、人の行き来が大勢で食事会そのものであった。  
 

11 月 15 日 

 セントラルクラブ土佐堀会館にて、久しぶりの

出席で懐かしい人達がいてメンバーさん所属の楽

団の演奏を聞かせて貰いました。 
 

11 月 18 日 

 土佐堀クラブ会館内での例会で、生駒北部を担

当の自然観察員の方に、ため池を中心とした生態

をスライドを用いて、詳しく説明をしてもらう例

会でした。そうそうたるメンバーで伝統を感じま

した。 
 
11 月 21 日 

 4 回目の田辺クラブの訪問でしたが、例会スタ

イル、参加人数、ともに以前と違って立派になっ

ていました。月島会長の指導で、例会担当の小山

さん作成の詳しい案内の地図や、当日のプログラ

ム、ブリテンもカラーでした。ゲストスピーカー

は後藤先生の海亀の話で、今や日和佐よりも、田

辺南部の方が産卵が多いと言う発表がありました。

田辺クラブの勢いを感じる例会でした。帰り道は

井上総主事に道案内をしてもらって、無事に帰り

ました 
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２９期 第５回役員会報告  第３回サンホームロビー展 

開催 ２００３年１０月２３日（木） 東ＹＭＣＡ 

 “能力（ちから）を出しきって達成感をもとう” 
第３回のサンホームロビー展が１２月１日よりはじまり

ます。各クラブの皆さんより沢山の出展をいただきまし

た。本日（２９日）に展示をいたしました。 

日本区強調月間 PR Wellness 

 

出席者 初田・嶌岡・増石・丸尾・笹川・望月・佐古・ 
素晴らしい写真ばかりです。是非サンホームにお出

でいただいて皆様の力作をご鑑賞ください。 
横田・田中・宮本 

 
 １２月例会 １２月１４日（日）・サンホーム 

 

担当；Ａグループ 

中野・大藪・佐古・嶌岡・丸尾・望月 

 

プログラム  東ＹMCA クリスマスの集い 

 

例会役割分担 

 総務担当 A 班 

 

第一部 ワイズ例会 約２５分 

 司会    望月   食事手配  佐古    

 ニコニコ随時取材 初田メン・メネット 

 

第二部 礼拝    約２５分 写真の展示準備をする会長と実行委員長 

  司会  嶌岡 

 

第三部 食事・競演・オークション 

ロビー展表彰 

 司会    丸尾 

 オークショナー  正野・川良 

 ロビー展表彰 増石 

 

ブリテン原稿  

何処にどう展示しようかな  役員会報告       田中惟介  
 例会報告        望月 強 

 

 Ｙニュース       宮本修司 

サンホームニュース   嶌岡正明  

 メネットコラム    嶌岡メネット 

 にこにこ語録      初田 稔 

 

 

審議事項・連絡事項 

 実物をご覧下さい。 
例会タイムテーブル作成  
サンホーム・ロビーへ作品展示用レール 発注承認  
審査員・大西先生 ご招待 

 

メネットコーラス指導・笹川奈美さん ご招待 

ロビー展応募状況・展示準備 

11/29ＰＭ １時より展示・現在２３点の応募 

予算 ￥30000－決定 

11/30；ウエルネスウオーク参加確認 

12/7；一年目リーダー主催クリスマス会  

祝金 1 Ｙサービス出金 実行 
ウーン 素晴らしい！！ 

ジャガイモファンド担当・最終報告をブリテン掲載 
 

1 月例会プログラム 担当の役員会で企画を・・ 
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第９回 ＹＭＣＡチャリティーラン 
２００３．１１．９ 大阪府営浜寺公園 

報告 初田 稔 

 

 １１月９日は朝から天候がすっきりとせず、今にも降り出

しそうな天気でありました。田中会長の車に便乗させてい

ただき、中野さん・箕浦さんの４人で出発しました。７時半

に浜寺の公園駐車場に集合との事で朝早くに出発しま

した。駐車場に着くと丸尾さんご夫妻が到着されて機材

の荷卸をされていました。 
見事ゴールする多分最年少ランナーだと思います 

 

 諸々の注意事項を受けてそれぞれの部署に別れて準

備にかかりました。河内クラブはテントの設営と警備の担

当です。準備が出来たところで雨が降り出しましたので、

少し時間を早めて開催されました。 

 小雨の中を元気にスタートして行きました。見物人は小

雨で気温が下がって寒かったと思います。暖かいスープ

が大変美味しかった。 

競技も無事に終わり、工藤大会委員長から錦織総主事

に今大会の寄付金３１３４０００円が贈呈されました。 私たちがベストコスチューム賞をいただきました。 
 

 

 

感謝いたしますと錦織総主事 

 
 

 名の無い会報告  
元気にスタートする参加者 

  
名前を未だ付けていない会ですが、名の無い会と

して何と無く位置づけされてしまいました。 

 

しかし、よい名前を付けようとは思っていますが、

今月にいたっては、その名前を考える努力さえして

おりません。それは今月は入会予定者の石田さんを

囲んでワイズの話をしていると直ぐに時間がたって

しまいました。大藪メネットさんも２ヶ月連続で出

席頂き話の輪が広がり、楽しい時を持つことが出来

ました。 
出席者 石田鐵一、大藪メネット、嶋岡、宮本、望月 恒例の聖和大学のチァリーダー 

 少し遅れて田中会長 

 

 

 東ＹＭＣＡの「河内キリン村」もスタート 
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年末年始予定 
・特養は 12 月 28 日（日）13 時より恒例のお餅つきを行ないます。時間の調整のつく方はお手伝いください。

また、1 月 3 日に新年会及び 4 日に初詣を予定しています。 
・デイサービスセンター・ケアプランセンター・ヘルパーステーションは 12 月 31 日～1 月 4 日の間年末年始

のお休みをいただきます。１月５日（月）より通常の業務になります。 
その他の部門は通常どおり業務を行なっております。 

 
１１月の例会に出席したスタッフの例会出席感想です。 
例会楽しかったです。ありがとうございました。お弁当もいただいておいしく食べました。 

 中国の話は大変おもしろかったです。中国旅行の経験はあるのですが、もう一度行きたいと思ったのが、中

国でした。そのようなこともあり、中国に興味がありました。中国は言葉の国、日中の関係の話など心に打

たれました。特に日中の関係は、教科書の中の話というイメージがあったのですが、当たり前ですが、現実

の話なのだと思いました。自分の認識の甘さに気づいた講演でした。講演を聞くのが好きで、学生気分に戻

ったようでした。 
 又このような機会があれば参加したいと思います。ありがとうございました。 
                      （サンホーム特養スタッフ・稲毛延香） 
 
クリスマス献金にご協力を！！ 
ＹＭＣＡではクリスマス献金を実施しています。皆様方一人ひとりのご協力をお願いたます。東ＹＭＣＡで

は下記のプログラムに支援金を使用させていただきます。 
  「ふれあいサロン」―ひとり暮らしの高齢者の方のプログラム―年１回実施 
  「レインボークラブ」―障害者の外出支援のプログラム―年４回実施 
また、下記日時に街頭募金を予定しております。 

   １２月 ７日（日） １６時～１８時 八戸ノ里駅前 

   １２月１４日（日） １０時～１２時 八戸ノ里駅前 

   １２月１９日（金） １７時～１９時 八戸ノ里駅前 

 多くの方のご協力をお待ちしております。 
 
 

 

 
「クリスマスって何の日？」 
 
 早いもので今年も残すところ後 1 ヶ月。今年も師走となりました

が、街中クリスマスカラー（赤と緑）一色ですね。  

クリスマスといえばイエス様のお誕生日！カトリックの幼稚園などでは、生誕劇をしたりしてお祝いしますが、ウエルネ

スのプレスクールクラスでも、クリスマス会を行う為に準備をしています。そのプレスクールでの出来事。 

 

リーダー  「・・・くん。クリスマスって何の日か知ってる？」 

・・・くん 「うん！」 すこし考えてから 

         「サンタさんの日！」 

リーダー  「ふうーん。じゃあクリスマスは何をする日？」 

・・・くん 「ケーキを食べる日！」 

リーダー  「そうだね。 でもね・・・くん１２月２５日は誰かの誕生日なんだけどなあ！知って

る？」 

・・くん 「うん！僕の誕生日！」 

リーダー  「ええ？」 

その後・・・くんは２０世紀最後のクリスマス生まれ（１９９９年１２月２５日生まれ）だということが判明。確かに、ケーキを食

べる日だよなあ！とリーダーと感心していました。心暖まるお話でしょ？実話ですよ。 

 さて、東ＹＭＣＡもクリスマスの行事がたくさんあります。７日、１４日、１９日には街頭募金。１４日はファミリークリスマス。

皆様是非ご参加、ご協力ください。 
宮本修司 

Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ＆ Ｈａｐｐｙ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ！ 
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大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー  ２００３年 １２月報 
 
 

連載ＮＯ ５ 
 
「河内クラブと私」 

嶌岡 いずみ 
 
 ワイズメンズクラブという名前を始めて聞い

たのは、今からはるか昔 30 年以上も前の学生時

代の事です。学生時代、堺ＹＭＣＡのボランティ

アリーダーをしていました。その頃のＹＭＣＡの

プログラムに参加したとき確か堺ワイズメンズ

クラブのメンバーが居られたのを覚えています。 
 それがワイズメンズクラブと言う名を聞いた

始めでした。その後のワイズメンズクラブとの関

わりは、高槻ワイズメンズクラブのクリスマス会

に 1 回出席させていただいた事と、2001 年夏に河

内ワイズメンズクラブのメネットとして中野メ

ネットと大浜公園の体育館で行われた大阪ＹＭ

ＣＡ主管の全国ユーススポーツ大会のお手伝い

を 1 日させていただいたことと、そしてその年の

河内ワイズの作品展に習い始めの陶器の作品を

出品させていただいたことぐらいです。 
東ＹＭＣＡが距離的にもう少し近ければ関わ

る事ができるのにと思っているところです。 
現在は日々隣り近所の人たちとの交わりに時

間を費やしています。 
 
 
 
 

喫茶の窓から こんにちは！ 
 笹川 桂子 

 

新嘗祭も終わり、いよいよ冬到来。 

老人や病弱な人にとっては、手足の先の冷たさで

痛みを覚える辛い季節でもあります。明るい喫茶のお

もてなしでゆっくり心を暖めていただけるとどんなによ

ろしいでしょうか。 

 

 ある日の午後、大阪サウスクラブの鉄谷様が国際色

豊かな素敵なお客様と共に喫茶に寄って下さいまし

た。栃木県のアジア学院にアジア圏の人たちが農業

体験に来日され、福祉施設にも興味を持たれている

ので、サンホームにお連れしたとのことでした。 

 アフリカのリベリアとフィリピン在住の二人の女性と

教師、通訳そしてホームステイホストの方々が、ドリン

クと柿大福の和菓子を賞味され、ワンサワンサと話が

盛り上がり楽しいおもてなしを務めさせていただきま

した。「どうぞ お幸せに」とお見送りしました。 

 

ボランティア担当の奈良クラブ芳澤さんと私の幸せ

な喫茶日でした。 

メネット事業プロジェクトへの支援金の領収書が、畑

本西日本区メネット主任の礼状と共に届きました。報告

いたします。 

メネット会長 田中 加代子 

 
 

 

 

阪和部ウエルネスウオーク 

 
観心寺・延命寺を歩く 

  

曇り空とはいえ紅葉狩りにはちょうどよい天候でした。 

阪和部の行事として定着し、今回も５０名を越える多くの

人達が参加しました。部の行事として、阪和部の全クラ

ブから参加があった事は素晴らしいことです。 

 河内クラブからは田中会長・伊藤メネット・横田夫妻・

望月夫妻の６名が参加しました。 

 観心寺での昼食は大阪長野クラブのメンバーが精魂

込めて用意していた炊き込みご飯を頂きました。 

私にとって、大根の一夜漬けがシンプルでおいしく、又

とないご馳走でした。 

 長野クラブの皆さん有難うございました。  

                         望月 強 
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  HAPPY BIRTH DAY            WEDDING ANNIVERSARY 

 

笹川 桂子 １９４４年１２月１３日生    

横田 允宏 １９４３年１２月２５日生  

 

 西日本区通年強調
地域活動をする折には、ワイズのパンフレットも、

マスコミ、マスメディアにもアプローチしましょう
 

 西日本区強
心のフットワークも軽快に、色々なことに好奇心を

なる」を連発しましょう。その思いを込めて、LT

                       

  

河内クラブ 

クリスマス例会 
 

日   時  ２００３年１２月１４日（日）  

午後３時～午後６時 

午後２:３０ 受付開始 

場   所  「サンホーム６階」 

会   費  メン・メネット    ４０００円 

        スタッフ＆OB は １０００円 

 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

オークション用の献品のお願い 

 
１１２２月月例例会会ででののオオーーククシショョンンのの献献品品ををおお願願いいしし

すす。。  

１１フファァミミリリーー  １１点点～～２２点点  
  

オオーーククシショョンンのの売売上上のの半半額額はは東東ＹＹＭＭＣＣＡＡ  

ククリリススママスス献献金金ととししてて捧捧げげまますす  
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 

阪和部 

新年合同例会 
日   時  ２００４年１月１０日（土）  

１２時３０分～１５時００分 

場   所  都ホテル 大阪 
        大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５ 

         電話 ０６－６７７３－１１１１ 

会   費  メン・メネット・コメット ９０００円 

プログラム    

例会セレモニー 

パーティー（着席ブッフェスタイル）

新春の舞 

ワイズビッグマジックショウ 

阪和部各クラブ パフォーマンス 
 

 
    大藪 芳教＆暢 子夫妻 １２月１７日 

目標 Public Relations  
自クラブ案内も配布するように心がけましょう。地域の

。       遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

調月間  EMC-M   
持ち、「それはおもしろい」「こうしたらもっとおもしろく

.MC に尽力いたしましょう。 

        岡本 就介 EMC 事業主任（京都トウビー） 

まま

 

  

１１２２月月－－１１月月のの予予定定 

 

１２ 
１２月 １日（月）～１４日（日） 

第３回ロビー展 サンホーム 

１２月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

１２月 ７日（日）大仏マラソン 

奈良春日公園 

１２月 ７日（日） 街頭募金 

１６時～１８時 八戸ノ里駅前 

１２月１１日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１２月１４日（日） 街頭募金 

１０時～１２時 八戸ノ里駅前 

１２月１４日（日）クリスマス例会 

１２月１９日（金） 街頭募金 

１７時～１９時 八戸ノ里駅前 

 

                      

２００４年 １月 

１月１０日（土）阪和部新年合同例会 

都ホテル 大阪 ４階 浪速西の間 

１月１５日（木）第１例会 サンホーム 

１月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
もう暦は１２月。早くも一年が過ぎようとしている。ワ

イズの活動も半期を終えようとしている。計画は順調に推

移していますか。クリスマスから新年へと一足飛びに季節

は移りそうです。 
寒さや宴会で飲みすぎて体調を崩さないように・・・・・・・ 

メリークリスマス 
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