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August ２００４

Vol ３４７

２００４〜２００５年度【標 語】
ク ラ ブ 標 語「為せば成る!」 興味と意識と熱意を持って 初田 稔
永井 康雅（紀の川クラブ）
阪 和 部 標 語「The Right Choice」−良き 選択−
西日本区標語「皆な仲間 働こう」 Be Soul-Mates –to work hand in hand-- 柴田善朗（京都さくらクラブ）
ア ジ ア 標 語「Love your neighbors as yourself」自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ 長尾ひろみ(日本)
国 際 標 語「Let Your Light Shine」−輝かせ あなたの光を −
ジョン L チョア (韓国)
メネット標語「メネットの和を広げ ともに働こう
全ての人にハッピーシャワー 」 石合 昭子(大阪西)
Let’s Serve Together in Wider Circle! “Shower of Happiness to All The People”

【今月の聖句】

ローマの信徒への手紙

１３章１１節

あなたがたは今がどんな時であるか知っています。あなたがたが眠り
か ら覚めるべき時が既に来ています。

開会の点鐘を叩いて
会長 初田稔
久し振りに雛壇に座りました。今月から一年間会長
として大きな責任を肩に任期を務める事になりまし
た。昨日は興奮してなかなか寝付くことが出来ず困
りました。
「なるようになる」と口では言っていまし
ても、出来る出来ないは別にして、いい加減に出来
ない性格は歳を経ても変わらず心は正直です。しか
し、興奮して寝つきが悪かったと言うことは、私に
もまだまだ興味と熱意が残っていると感じました。色々な事を考えて心
配と楽しみが混在してきっと心が昂ぶったと思います。
本日の例会で役員の皆さんや事業委員長の皆さんの年間の活動方針を
聞いて昨日までの心配は何であったのかと思う程素晴らしい活動方針を
発表して頂きました。会長方針として色々と皆さんに注文をつけました
が、クラブの活性化の為には全て必要な事だと考えておりますので、ご
了解いただきご協力をお願いいたします。
今期の大きな関心事は会員の増強にあります。３名の増員を約束しま
したので、是非皆さんのお力を会員増強に発揮して頂きますよう重ねて
お願いいたします。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
７ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２２名
２名
１６名
2名
８１.8％

％を

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
７月の全出席者

７名
４名
２７名
１１名
３８名

７度ＢＦポイント
現金
0円
累計
0円
切手
０pt
累計
０pt

８月例会プログラム
８月２９日（日）サンホーム６Ｆ
第１部
司会 宮本修司君
開会点鐘
初田 会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
山内信三君
インフォメーション
各 担 当
誕生・結婚祝
初田 会長
第２部
司会 正野忠之君
食前感謝
山内信三君
乾杯の発声
一
同
食事
ゲスト＆ビジター紹介 司 会 者
パフォーマンス
ゲーム
オークション
ＹＭＣＡの歌
一
同
閉会挨拶・点鐘
初田 会長

８月例会担当班
B グループ
伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・
大藪・山内・正野・
準備の為に１２時に集合して下さい。

書き損じハガキ
７月分
０枚
累
計
０枚

にこにこファンド
７月分
27,500 円
累
計
27,500 円

％に訂正いたします。

第３０期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 初田 稔

副会長:横田 憲子・望月 強 書 記:正野 忠之・岩坂 正雄 会 計:佐古 至弘・増石
メネット会長:初田真佐子 直前会長:田中 惟介 連絡主事:宮本 修司

広之

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/

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００４年 ８月報

７月例会報告
２００４年７月１５日（木）１８:３０〜２０:４５
― サンホーム 6 階 −
記録 新本英二
出席者(敬称略)
メン
初田・新本・岩坂・増石・佐古・伊藤・中野・横田・芳澤・丸尾・
望月・嶌岡・正野・山内・石田・笹川・

メネット
伊藤・中野・望月・初田

ゲスト&ヴィジター
松本武彦 (ヴェクセルクラブ) ・今井利子 （なかのしまクラブ）・小池
晃・寺岡博也・松本三枝子（サウスクラブ）・杉浦英（奈良クラブ）
ヴラウン・シボー・フライデー

以上

２７名

今月の例会は岩坂正雄君の司会
で定刻を少し遅れて開会されました。
松本中西部長と杉浦直前阪和部長、
サウスクラブから３名のビジターとお馴
染みのなかのしまクラブ今井さんを迎
えて新年度第１回例会が開催されました。

初田会長挨拶
「７月号ブ
リテン会長
所感の通り、
３０期の標
語を『成せ
ばなる!』
興味と意識
と熱意を持
ってとしました。 叶うという字の通り口にして十ぺん唱
えれば叶えられると言います。ゲストスピーカーの選択
には、エコロジーに焦点を当てたい。年に一度のらくらく
登山はメンバーをもっと集めて実施したい。次次期部長
の選考、３０周年記念行事と次期会長の選考等行う必
要がある。ＥＭＣメンバー増強は目標３名とする。
今期はそれぞれの委員長が目標を述べていただき、
その原稿を８月号ブリテンに掲載することにしました。口
にして発表し、原稿にして記録を残すことで、意識を高
めたい。」

松本中西部長挨拶
「今期の中西部長を務めるヴェクセルの松本です。今
−２−

期の方針とし
て阪和部との
共同プログラ
ムを持ちたい
と張り切って
います。新年
合同例会を
阪和部では
河内クラブが担当してくれると言うことでほっとしていま
す。ＥＭＣシンポジュウムも阪和部と合同でしたい。」
★各役員、各委員長の発表が続いたが、記録は８月号
ブリテンに掲載される。
★寺岡ウエルネス主査より阪和部ウエルネスウオークの
案内があった。９月２６日「紀泉わいわい村」で遊ぼう
とのＰＲ。
★阪和部 EMC の案内があった。
９月１１日（土）14:00〜17;00
パネルディスカッシヨンを主流として実施との第１報の
ＰＲ。
★ ２００３年度東ＹＭＣＡに対するＹサービス記録カー
ドによる感謝状が嶌岡館長より配布され、２００４年
度の新カードが配られた。

佐古君の知人であるヴ
ラウン・シボー・フライデ
ーさん。１４年間日本に住
んでいて奥さんは日本人。
彼の日本語はバリバリの
大阪弁。「今日はメチャ楽
しかった。」

芳澤君が苦労し
て探してくれまし
たお食事。夏らし
く一口蕎麦とチラ
シ寿司のしゃれた
お弁当でした。下
に敷いているラン
チョンマットは記念に皆さんにプレゼントされまし
た。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録

（敬称略）

記録 初田稔

松本（中西部長） 今月は公式訪問をし
ておりまして、本当に大変なスケジュ
ールなんです。ハッパを掛けに行く
のが部長の役目だと思っております
ので、大阪クラブでも大きな事を言っ
てきました。いつも河内クラブに来る
とホッとします。
松本 （大阪サウス） 私も
河内クラブに来るとい
つもお兄さん、お姉さ
ん （ どっ ち が や 笑 ） に会
いに来た様で寛いで
おります。
寺岡（大阪サウス） ウエルネスウオークの参加者は河内ク
ラブ１０名は参加して下さい（１０名やったら少ないやん）すみ
ません１５名来て下さい。（笑）お子さんの参加もお待ちし
ています。
小池（大阪サウス） 杉浦前部長さん、それと松本中西部長
さんと皆さんの毛をむしりにきました。いや、励まし（ハゲ
増し）にきました。（笑）
フライデー みなさんコンバンハ。
初めまして。本当に今日は嬉しいで
す。私は日本に１４年前に来ました。
日本人と結婚して子供もいます。今
日はムチャ嬉しいやけどこれからも
よろしくお願いします。（拍手）
新本 私の誕生日じゃないんですが、家内の１００００ワ
イズがこのままストレートに入って行きます。
山内 それぞれの与えられた役割でベストを尽くしたい
と思っております。
石田 この夏は何にも考えんとこと思
っておるんです。朝起きたら昼寝して
（昼寝は昼やろ 爆笑）朝起きたらいつの
間にか寝とるんですわ。そして家内
に起こしてもらったら、アッ昼やなとそ
んな一日を送っております。
丸尾 １２日から１３日にかけて今年で一番暑い枚方、
３８度９分の夏を経験しました。気温ではありません。風
邪による発熱です（爆笑）
嶌岡 郷土文化しっかりと勉強します。
芳澤 今月の４日の日曜日、サンホーム特養の外出行
事ワイワイキャンプに参加しました。８名の入居者ととも
に淡輪の方でヨットに乗って来ました。最高齢１０１歳の
山田さんも元気に行って来ました。私は大層疲れました
（笑、拍手）

佐古 会計の方が忙しく皆さんの声が全然耳に届きま
せん。（笑） 今後も苦い顔で金集めをしますがよろしくお
願いします。（拍手）
初田メ 誕生祝を有り難うございま
した。先日私の誕生日に息子夫婦
が来まして、手紙に１００歳まで生き
て下さいと書いてありましたが、私は
そこまで生きたら迷惑やろうと言って

２００４年 ８月報

おきました。（笑い）芳澤さんのお話を聞いて元気であれ
ば１００歳までも生きたいなとも思います。
伊藤メ 先日の１１日にサンホームの
レインボークラブの行事に誘われまし
て、サンタマリア号に一足先に乗らせ
て頂きました。参加者は障害者の方た
ちとその家族の方です。参加して良い
勉強をさせて頂きました。こんごも参加
したいと思います。
望月メ 今日は皆さんの立派な所信表明を聞かせてい
ただきました。メネツト会長さんも頑張ってください。先
月４人目の孫に恵まれました。（拍手）まだまだ元気でい
たいと思います。
中野メ キックオフ例会でランチョンマットの良いのを頂
いて帰ります。芳澤さん有り難うございます。初田メネッ
ト会長さん今年一年よろしくお願いします。出来る限り参
加いたします。
中野 先週の土曜日に人間ドックに行
って来ました。まったく異常なしでした。
しかし気掛かりは此の儘ではイガンで
死ぬかも判らんと、胃癌と違います。体
が曲がっている「イガン」の方です（爆笑）
正野 サウスの松本さんが先ほどお姉さん、お兄さんと
おっしゃいましたが、母を亡くした私にとっては松本さん
は「母」（爆笑）と呼びたいんですが、お姉さんとお呼びし
ます。
杉浦 （奈良クラブ） つい３週間ほど前
までは部長として河内の皆さんにも
大変お世話になりました。本日は一
緒に広報主査として活動して頂い
た初田さんが今度は会長をされる
のでお祝いに駆けつけました。
伊藤 少し面白いことを言って皆を笑わそうと考えてい
たんですが、中野さんがあんなにユーモアたっぷりに言
うたらもう何も言うことがありません。
今井 初田丸の出航おめでとうござ
います。一年間体に気をつけて頑
張って下さい。なかのしまクラブは
昨日引継ぎ式がありました。血液型
の論争で大変激しい意見の交換が
ありました。皆さんびっくりされたと思います。
岩坂 何か杉浦さんが来期にはこちらへ転会されてもう
一度部長をやるという話が聞こえて（爆笑）来ましたが、お
祝いの心算で（笑）
望月 先日にお伺いしましたなかの
しまクラブではカルチャーショックを
受けました。入った所が白いテーブ
ルで、食事中は横にボーイが立っ
ており、非常に優雅な感じで食事を
しました。河内の弁当も今日は良か
ったですが、大分に差がありますね。
それぞれのクラブのあり方だとは思いますが。今期は合
同例会がありますのでクラブ訪問をしたいと思っていま
す。中西部は別として、阪和部の全クラブを廻りたいと
思っています。訪問する時には何方かお手すきの方は
ご一緒にお願いいたします。

−３−
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初田 例会も終わりに近くなって少しはホッとしています。
でもまだ後１１回も残っています（笑）大変でございます。
ブリテンも笹川編集長が本当にやる気を出して頑張っ
てくれています。期末には、いやもう少し早くにガラッと
紙面が変わります。期待して下さい。松本中西部長さん
や杉浦直前阪和部長さん、ビジターの皆さん本日は良
くおいで下さいました。
横田 今年は主査と新年合同の委員
をしていますので阪和部を廻ろうと思
っていますが、和歌山クラブとは例会
日が一緒なので、河内を欠席しても良
いのでしょうか。心配しています。（大丈
夫です、ちゃんとメイクアップの対象になります）

為せば成る！

興味と意識と熱意を持って
日本区強調月間 Youth Activities

出席者
初田・田中・横田・佐古・笹川・岩坂・芳澤・増石・嶌岡・
望月・正野

８月例会
８月２９日（日）・サンホーム 担当：Ｂ班
伊藤・望月・宮本・笹川・箕浦・大藪・山内・正野

プログラム

増石 今期は会計という硬いお仕事
を頂いております。嬉しいことに泉北
クラブからゲストスピーカーとして呼
ばれております。ワクワクしておりま
す。
笹川 見かけどおり女らしいので（笑

３０期 第２回役員会
２００４年７月２２日（木） 東ＹＭＣＡ

納涼例会
会費 メン・メネットビジター ３０００円
スタッフ
１０００円
OB.OG 1 ファミリー １０００円
時間 １４:00〜17:00
誰

やこんなとこで笑うのは） ブリテンも女っぽく

成るかも知れませんけど、それも和みで
柔らかく、どこかは厳しくあると思います
のでブリテンを楽しみにして下さい。
本日のにこにこは２７５００円でした。ご協力に感謝
いたします。

例会役割分担
司会
第１部 宮本修司君 第２部 正野忠之
聖句朗読 第１部 山内信三君
食事手配 佐古至弘君
食膳感謝 山内信三君
例会インタビュー 芳澤伸之君&笹川桂子君
ニコニコ

９月報ブリテン原稿
役員会報告 初田 稔君 例会報告 伊藤圭介君
Ｙニュース 宮本修司君
サンホームニュース
嶌岡正明君
メネットコラム
山内たりほメネット
にこにこ語録

審議事項・連絡事項

本日のお弁当

−４−

８月例会プログラム検討・時間配分
８月例会（納涼例会）日時決定 参加費も確認
オークションの献品依頼
各クラブへのアピール 各会長宛に葉書を出す。
ジャガイモの発注
１０００ケース発注
９月１１日（土）ＥＭＣシンポジゥム
南ＹＭＣＡ 中西部と合同
ＰＭ２：００〜５：００
５時からビアパーティー懇親会あり（実費）
９月２６日（日）阪和部ウエルネスウオーク
紀泉わいわい村 ＡＭ１０：００集合
会費 ２０００円 現地集合の場合は１０００円
１５名以上を希望
○９月役員会は９月２２日(水)とします
各部の部会の案内
９月 ５日（日）九州部部会
９月１２日（日）中部部会
９月１８日（土）六甲部部会
９月１９日（日）西中国部部会
９月２０日（祝）瀬戸山陰部部会
９月２３日（祝）京都部部会

大阪河内ワイズメンズクラブ
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大阪河内ワイズメンズクラブ
役員・事業委員長年間活動予定

２００４年 ８月報

河内クラブ会計
増石広之

会長
初田稔
会長主題 「為せば成る」興味と意識と熱意を持って
クラブメンバー全員に興味と意識と熱意を持って頂き、
自分に課せられた役目を果たして貰えたら自然と「為せ
ば成る」が達成出来ると考えています。

活動方針・活動計画
① クラブ役員及び事業委員長に年度初めに年間の
方針を発表して頂き、年度末にはその結果につい
て評価して頂く。
口に出して発表することによって、自分自身にプレッシャ
ーをかけ、活動をしなければならない状態になる事を狙
いとしています。

② クラブメンバーのメールによる連絡網の整備
クラブのメンバーも Email の所持者は１５名、スカイメール
等を使用しているメンバーを含めるとほぼ１００%がメール
にて連絡が可能と考えられます。この連絡網を整備した
いと考えています。

③ 例会におけるゲストスピーカーの系統化。
今年はこんなテーマでゲストスピーカーをお願いすると
言うことを明確にして、ゲストスピーカーの人選をお願い
する。今年はエコロジーをメインテーマとしたスピーカー
を予定しています。

④ らくらく車椅子登山の発展的継続。
らくらく車椅子登山も第８回を終えて、参加者も１５０名を
超えるほどの行事となって来ました。地域の参加者も一
般のボランティアもミニコミ誌やインターネットで知り、参
加して頂けるようになりました。これも活動の大きな柱の
一つとしていきます。

⑤ 次次期部長選出クラブによる新年合同例会の開催
について
新年合同例会については実行委員会を設置し、企画と
準備をお願いしています。
次次期部長の選出については１０月末を締切りと期限を
切られておりますので、早急に人選が必要になっており
ます。指名されたら、声が掛かれば気持ちよく引き受けて
下さい。ワイズメンは役が人を選びます。

⑥ 次期３０周年記念会の実行について
今期より実行委員会を設置し、企画と準備を行う。次期会
長の意見も尊重して企画し実行したいと思います。

⑦ クラブ輩出の部事業主査への支援
クラブのメンバー総意で部の事業主査をお願いした以上、
主査が求めれば活動しやすい雰囲気作りと支援を可能
な限り行います。

⑧ 新入会者３名を目標にしています。
西山 EMC 主査より今年の会員増強の目標を提示するよ
うに迫られ、２名の目標を掲げましたが、河内クラブは３名
を目標とするように説得され、引き受けて来ました。３名の
会員増強にご協力をお願いします。

ロビー展委員長
笹川桂子
恒例になりましたサンホームギャラリーを今年も実施
いたします。生活の中から生まれた感覚、美意識を表現さ
れた作品をこのフリースペースに映えますよう、田中様、
増石様共々力を合わせ企画提案していきます。

−６−

今期会計をさせてもらいます。様子が分かりませんが佐
古さん指導の元に、スムースに業務が出来るようにがんば
ります。

ファンド事業委員長
横田憲子
２００４年度
ファンド事業として
１．ファンド基金もいつもと同じですが一人３０００
円にご協力いただくこと
２・古切手を今期整理して送付する。古切手整理の作業
を９月，１０月の第２土曜の午後１時より２時間で
行いたい。
３． ＢＦ代表も出したいと思います。
４． ＥＦ事業（エンドメントファンド）も会員やクラ
ブからの寄付，寄贈，献金などで集まった基金で
すので、よろしくお願いいたします。

Ａ，Ｓ，Ｆ委員
芳澤伸之
広義の意味では、ワイズメンズクラブの創始者ｐ，ｗア
レキサンダー判事を記念して創設された奨学金ＹＭＣＡ
に奉職し尽力しようとする有為の青年に、財政援助をする
のが目的である。現状我々の河内クラブは、東ＹＭＣＡ，
サンホーム，河内クラブ事務局として例会場と三位一体と
同時に、トライアングルの関係にあります。
これまでに諸先輩の方々が、育んでこられたらくらく登
山，レインボークラブ，クリスマス献金，サンホーム大掃
除等々に積極的に参加、協力していきたいと思うと同時に、
地域の方々との交流の場を増やし、新規活動を模索し実施
していきたいと思います。

ブリテン編集長
笹川桂子
①

トップ画面を始め編集様式等は、現状維持を続行致
します。
② メネットコーナーの連載が９月号にて最終になり、新
しく〈私のひとり言〉がスタートします。
③ いろいろな方を文面にお招きし、様々な分野でのお話
を聴く事が出来る新しいコーナーを用意しました。
(紙面９ページに記載)
④ 楽しくて見逃すことの無い新聞にと、工夫していきま
す。

活動方針
正野忠之
書記としてはその職責をよく理解し、事務方とし
ての役割を全うしたいと思います。
ＥＭＣ委員としては、２つの役割があると理解し
ています。メンバーの増強のための活動と減少への
歯止めです。前者につきましては、会長在任時に十
分なアプローチができなかったリーダーＯＢとの関
係強化の足がかりを作りたいと思います。後者につ
きましては、欠席メンバーの状況をよく理解し、問
題がある場合は事前解決ができるよう努めたいと思
います。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 ８月報
役員・事業委員長年間活動予定
副会長として
望月 強
副会長として、初田会長主題「為せば成る」の何を成すべき
かをよく理解して協力してまいります。
地域奉仕事業委員としては、今年の岩本事業主任の方針
は「ＹＭＣＡを通じて、またＹＭＣＡと連携して地域奉仕活動の
推進を重点的に進める」とあります。クラブとしても地域に根ざ
した活動に力を入れます。以前から続けていた盲導犬支援に
ついても山口君と相談の上すすめます。地域奉仕事業にはも
う一つ資金作りがあります。ＣＳ資金・ＴＯＦ資金・ＦＦ資金等を
クラブ員の理解を得ながら協力をお願いします。
らくらく登山については、マンネリ化を避ける新しい考えを
導入する。転入して間もないですが芳澤委員に全てをお任せ
します。以前とは違った展開が期待されます。

広報委員長として
伊藤圭介
１．河内クラブの海外版ホームページを作り海外のワイ
ズメンズに、発信しております。その結果、元国際
会長の皆さん始め、海外からの反応があります。
２．特に Y`s men’s World の編集長はチャリテイランをワ
イズメンワ−ルドに載せ、次回はらくらく登山を載せ
て頂く予定です。
３．柴田義朗西日本区理事の依頼で理事ホームページ英語
版を、つくります。

交流事業担当
岩坂正雄
１． ＩＢＣ： 韓国済州クラブとの交流
金洙男氏亡きあと日本語の通じるメンバーは
宋 丁彦
２００３〜２００４年度
Song Jung−un 韓国南部地区、済州副地区総裁
① 過去の交流実績
ＩＢＣ締結 １９９０年４月２４日
総互公式訪問
済州―河内 河内クラブ２０周年（１９９５）
河内−済州 済州クラブ１５周年（１９９６）
随時訪問
② 今後の交流計画
相互公式訪問
済州―河内 河内クラブ３０周年（２００５）
河内―済州 済州クラブ２５周年（２００６）
随時訪問
③ ブリテン、会員名簿の交換
２．ＩＢＣ： 米国カリフルニア州サドルバッククラブと
の交流
３．ＤＢＣ： クラブ内意見を聞き、役員会で協議する機
会をもって創立３０周年に招待できればと願う。

郷土文化担当
嶌岡正明
大阪河内ワイズの各メンバーが考える郷土文化を一人
ずつお聞きして（アンケートを実施）、その一つを今年の
郷土文化プロジェクトの企画として今期中に実施したい
と思います。
例：鴻池新田会所の見学・お茶会
司馬遼太郎についての講演会

ゲストスピーカー担当
代表 新本 英二
近 代 文 明 は 英 国 で 始 ま っ た 産 業 革 命 （ Industrial
Revolution)に負うところが大きい。 産業技術が一変し、
小さな手工業的な作業場に代わって機械設備をもった
大工場が成立し、社会構造も激変した。産業革命を経
て初めて近代資本主義経済社会が確立した。１７６０年
代に英国で始まり、１８３０年代以降欧州諸国に波及し
た。ボイラーから送られる水蒸気の膨張及び凝縮を利
用する蒸気機関は、蒸気機関車を誕生させ、人間の欲
望が飛躍した。また大都会に若者を集中する産業革命
は、英国ロンドンに YMCA を誕生させた。（1844,06,06）
人間が利用した工業用エネルギーは石炭を用いた
蒸気エネルギーが最初であった。石炭は英国、ドイツで
大量に採掘し産業革命は進展した。次いで電気機関が
利用された。電気エネルギーは水力発電・火力発電・原
子力発電によってつくられ、高圧送電線を用いて送電
し、消費地付近の変電所で消費電圧に変換して使用し
た。一方地下資源の石油は１９３０年代から急速に利用
された。第２次世界大戦は拍車をかけた。この大戦以降
も、世界各国による石油備蓄は産油国の予想以上の消
費意欲が続き、自動車の普及は一層石油エネルギーを
必要とした。
大阪の繁栄を歌った歌の中に 煙はもくもく大繁盛、
あちらで言うたらニューヨーク という歌詞があった。つま
りこの歌は公害を知らなかった時代の感覚であった。欧
州で石炭公害による大規模の杉枯れが問題化され、尼
崎市の公害は耳目に新しい。この公害を防止する国際
会議が京都で開催され、地球を守る京都議定書が作成
された。エコロジーという言葉がどこでも使われるように
なった。ECOLOGY 初田会長は「興味と意識と熱意を持
って」 との標語を掲げる。クラブ員はエコ意識を持とうと
言われる。従ってクラブの問題意識は地球をやさしく守
るエコロジーにおきたい。ゲストスピーカーの問題焦点
をそこに当てたい。

大阪河内ワイズメンズ

ハムクラブ
増石広之

クラブには、ＪＦ３ＹＦＢというコールサインがありま
す。アマチュア無線の人口が減っていますが本来の無線家
は残っていて、緊急時には役にも立ち人命救助もできてい
ます。河内でも又復活させたいとおもっています。

ドライバー 担当
代表 新本 英二
ドライバーはメンバーの ネジを巻く と言うことで、喜
怒哀楽に伴ってクラブを活性化する役目がある。 単に
ニコニコ献金担当ではない。今年度は初田会長の意図
によってゲストスピーカー担当が重複してドライバーを
担当する。その意図する点を了解し、司会者を
助けて励みたい。

−７−

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００４年 ８月報

特養ビアパーティ
８月２９日（日）夕刻に特養入所者・家族の方と共にビアパーティを予定しています。河内ワイズメンズクラブの
納涼例会と同じ日程ですが 1 階ロービー及び駐車場周辺で行います。
例会にお車で出席される方は当日の駐車は玄関周辺を避けてサンホーム南側、西側に駐車をお願いいたします。

イキイキ健康生活セミナー
年間を通して 10 回のセミナーです。今回は 3 回から 5 回までの案内をいたします。それ以降 11 月 12 日（金）、
12 月 11 日（土）、1 月 14 日(金)、2 月 12 日(土)、3 月 11 日（金）が予定されていますのでご都合がつけばご出
席ください。参加費無料
日 程
第
３
回
第
４
回
第
５
回

８月６日（金）
1４:０0〜15:３0
９月１０日（金）
1４:０0〜15:３0
１０月９日（土）
1４:０0〜15:３0

内

容

痴呆 について考える 〜地域で支えていくために〜
東大阪市健康福祉部 西保健センター 保健師
今のうちに聞いておこう!! 高齢者施設編
〜施設の種類と選び方〜
ＹＭＣＡサンホーム 在宅支援事業部 主任 大塚 由実
誰もが心豊かに地域で生きつづける
〜ｱﾙｺｰﾙ依存症と痴呆症の関係性は?〜
有限会社 オラシオン 辻本 直子氏

東ＹＭＣＡ大掃除ディ
９月５日（日）恒例の東ＹＭＣＡ大掃除デイが予定されています。午前中のみですので予定に入れていただき
ご支援をお願いいたします。詳しくは後日連絡いたします。

ご支援感謝
７月４日（日）実施の特養入所者対象の「わいわいキャンプ」（大阪府青少年海洋センター）に芳澤伸之さん、７
月１１日（日）実施の障がい者の外出支援プログラム「レインボークラブ」（天保山周辺）に伊藤玲子さん、笹川桂
子さんが参加してくださいました。ご支援を感謝いたします。

「おかげさまで・・・」
晩夏の候、皆様いかがお過ごしですか？お見舞い申し
上げます。この夏は梅雨明けが早かった上に、各地で記
録的な暑さが観測されたり、北陸地域では集中豪雨によ
り多くの人が不幸な目に会ったり、本当に胸が痛い夏ですね。ネガティブからポジティブに変換できる
世の中にＹＭＣＡが関与していくことを目指しましょう。
さて、東ＹＭＣＡの夏は、阿南や六甲のキャンプにサッカーの大会等、例年と同じく盛りだくさんで
すが、ここ最近参加者が少しずつではありますが増えてきました。おかげ様で、夏のプログラム参加者
は２００名を超えました。定例メンバー数も増加しつつ又スタッフ、リーダーも人数が増えてきており、
現在メンバー数は５００名強、指導者は５０名（社会人ボランティアを含む）を超える程になりました。
夏のプログラムが全て無事に終了できますように、皆様もともにお祈りください。さあ夏本番ですが、
みんな出動です。世のため、人のため東ＹＭＣＡウエルネス号がこの夏も発車い
たします。ご声援ください。
最後に本当におかげ様で、ワイズの皆様や多くの理解者のお力により、東ＹＭ
ＣＡは存続できております。引き続き暖かく見守っていただければ幸いです。
２００４年 夏
東ＹＭＣＡ 宮本 修司

‑８‑

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー ２００４年 ８月報
メネット活動方針
３０期メネット会長 初田真佐子

連載ＮＯ １４

「河内クラブと私」
望月

治子

早いものです、人生の約半分をワイズメネットとし
て関わってきました。視野の狭かった私はクラブの皆
さんから教えられ助けられて私自身大変成長させて
いただきました。子供が大きくなった頃より日本区大
会や国際大会に夫婦で参加もでき、楽しい思い出が
いっぱい出来ました。ワイズのお陰で娘もアメリカのロ
スアンゼルスにあるパサディナクラブに１年近くもホー
ムステイを経験させて頂きました。そして、私達も我が
家で多くの外国の方をホームステイのお世話をする
ことが出来ました。外国の方とお話し合いすることで、
その国を訪問すること以上に多くの知識を受けます
が、その交流をもっと大きく膨らましたい時に困るの
が言葉の壁があります。英語が苦手な私ですが、若
いころにもっと勉強しておけばと後悔しています。ワイ
ズの中には英語の出来る人が多くいらっしゃいます。
何方か私に教えてくださいませんか。その前に正確
な日本語の勉強かな・・・
これからも、ワイズライフをメンと共に楽しく過ごせ
たらと願っております。

サンホーム レインボークラブに参加して

① メネット会長としての一年は、メン（会長）のアシス
タントとしてサポートし、メネットの皆さんと楽しい
時間を持つことが出来ればと考えております。
② 今まで色々な題名で続けて参りました「メネットコ
ーナー」はこれからも存続して行きたいと思って
おります。「ワイズと私」のコーナーも最後の方ま
で行きましたら、次回よりの題名は「私のひとり
言」と決めました。このコーナーへの投稿はメン・
メネットを問わずにお願いしたいと考えておりま
す。「私の宝物」の時は「孫」の話はタブーとなっ
ていましたが、今回はどんな話でも結構です。ジ
ャンルは問いません。
③ メネットさんの例会出席者がいつも同じ顔ぶれで
す。時間の遣り繰りをして一人でも多くのメネット
さんに参加して頂きたいと願っております。
④ ＹＭＣＡ祭、サンホームの大掃除、らくらく登山、
レインボークラブ等へのお手伝いをお願いしま
す。
⑤ その他楽しい催しや企画があればお教え下さ
い。

ゲスト 名

伊藤 玲子

7 月 11 日 日曜日 大阪港の海遊館行きボラ
ンティアにサンホームのスタッフの方々と河内
クラブから笹川さんと二人参加しました。3 人の
障害者の方々とお母さんの付き添いでずっと一
緒に行動しました。私の担当の方は以前八尾市に
居住されていた為、話しが合いお母さんと色々お
話しすることが出来ました。現地では 1 組づつ自
由行動となり船に乗りたいとの希望でサンタマ
リア号に乗船、始めて母子で乗るという念願がか
ない大阪港の風景を眺めて涼しい海風を受けて
笑顔で満足されていたようでした。軽々と娘さん
を抱っこして車椅子に乗せられますが毎日毎日
は大変な重い役目を負っておられる為少しでも
気持ちを軽くして頂いたらとボランティアが代
わって娘さんを見守る中、ショッピングに少しの
間、行ったりされて、気分がほぐれました、と大
変喜んで下さいました。
車椅子を使って乗船する場合船員さんが３〜4 人
力を貸して下さったり、又階段や段差の多い所は
注意してよい体験となりました。

９月号から コーヒーブレイク の席を設けます。
香り高いコーヒーでお客様を紙面にお迎えしま
す。
話題提供者、語り部のトップゲストは芳澤伸之様
です。
さてさて、どんなお話が飛び出しますやら、お楽
しみに・・・・・・。
日頃感じたこと、感動したこと、失敗や心がバウ
ンドアップ出来たこと等々の寄稿をお待ちして
おります。
いろんな人がいて
色んな事があって
世の中は楽しいです。

−９−

Ｙ s Ｍｅｎ Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ

HAPPY BIRTH DAY
藤井
中野

中
義彦

１９？？年
１９４１年

WEDDING ANNIVERSARY

８月 ５日生
８月２２日生

日本区通年強調目標

August ２００４

結婚記念日の方はおられません

Public Relations

あなた自身がワイズメンであることに誇りを持ち、ワイズ活動で得た喜びをあなたの言葉で友人・知人に
広報してください。
野田泰伸 広報事業主任（京都ウエスト）

西日本区強調月間

Youth Activities

ユースリーダーの大きな成長を願って、夢を持って支援しよう。
松岡 紀生 YMCA サービス・ユース事業主任（四日市）

河内クラブ納涼例会のご案内
と き：８月２９日（日）
時間：１４：００〜１７：００
場所：サンホーム６Ｆ
会費：メン・メネット ３０００円
ビジター ３０００円
スタッフ １０００円
リーダーOG.OB ファミリー１０００円

メンバーは１２時に集合して準備をして下さい。
納涼例会らしく浴衣やアロハの着用を希望します。
着替えの部屋は確保いたします。

オークション用としての品物を１ファミリ
ーで１〜２点の献品をお願いします。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

阪和部ウエルネスウオークのご案内
里山の自然学校「紀泉わいわい村」であそびませんか。

８月−９月の予定
８月
８月 ６日（金）第２例会 サンホーム
８月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
８月２８（土）第１回主査会
メネット会長会
南ＹＭＣＡ １３：００〜
８月２９日（日）納涼例会
サンホーム 午後２時から５時まで
浴衣のやアロハの着装を歓迎します

９月
９月 ３日（金）第２例会 サンホーム
９月 ５日（日）九州部部会
９月１１日（土）阪和部 EMC シンポジゥム
南ＹＭＣＡ １４：００〜１７：００
９月１２日（日）中部部会
９月１６日（木）第１例会 サンホーム
９月１８日（土）六甲部部会
９月１９日（日）西中国部部会
９月２０日（祝）瀬戸山陰部部会
９月２２日（水）役員会 東ＹＭＣＡ
９月２３日（祝）京都部部会

メン・メネット・コメットご家族の皆様、奮ってご
参加下さい。
日 時 ２００４年９月２６日（日）現地集合
行き先 紀泉わいわい村 里山自然学校
会 費 ２０００円 小・中学生は半額

Wind

From

Kawachi

キックオフの点鐘と同時に、初田会長の指揮棒が
振られました。緊張した私達それぞれのパートに、厳
しくも優しい指示を交わされやがて、快い響きのアン
サンブルを奏でる喜びを味わうことでしょう。
酷暑の中、せみの合唱が頑張れ！頑張れ！と言っ
ている様に聞こえます。
皆様にはくれぐれもお体を大切にお過ごし
下さいますよう祈りつつ。
Keiko．S

