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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 
阪和部標語「The Right Choice」－良き 選択－  永井 康雅（紀の川クラブ） 
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】 コリントの信徒への手紙Ⅰ 13 章 13 節 
信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるもの

は、愛である。 

 

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。 
                                 会長 初田稔 

 

 新しい年を迎えると、私も人並みに年間の計画を立て

ます。しかし、今までに計画通りに進んだことは皆無です。

７月にスタートした時は、体調も悪くまたバイオリズムも最

悪で、本当に皆様にご心配やご迷惑をお掛けしたと反

省しています。お陰さまで体調も元に戻り、日頃の活動

にも意欲が出てまいりました。 

あと半年 「これがない」「これが出来ない」と思うので

はなく、「あれもある」「これも出来る」と前向きに考えて進

んで行きたい。出来ない口実を外部に求めるのは、本当はそれだけの気概が

こちらに無い場合が多い。限界は自分があきらめた時点だという。 

残り半期は力一杯に務めさせて頂きますので皆様のご協力をお願いいたし

ます。会長の職務が終った時に充実感と満足感を味わう事が出来たら最高に

嬉しいと思います。 

これからは「次期の役員選出」や「らくらく登山」「西日本区大会」「３０周年記

念祝会」などに向けて大きな行事がございますが、これらの事が支障なく行え

るように皆様のご支援とご協力を重ねてお願いいたします。 

 

前月の出席率訂正 ％を ％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 広之 

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 

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/ 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ５９名 12 度ＢＦポイント 書き損じハガキ 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 ９名 現金 6,000 円 12 月分 12 月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ８６名 累計 28,500 円 0 円 0 円

メ ー ク ア ッ プ ０名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ 2 月 の 出 席 率 ８１.8％ １2 月の全出席者 ９７名 累計 ０pt ７２０円 83,650 円

１月例会プログラム 
 

 １月２０日（木）サンホーム６Ｆ

      

     司会 増石広之君

開会点鐘       初田 会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       田中惟介君

ゲスト＆ビジター紹介 初田 会長

会長の時間      初田 会長

インフォメーション  各 担 当

食前感謝       岩坂正雄君

食事         一   同

  新年合同例会総括 

            横田憲子君

ＤＢＣについて 

岩坂正雄君

３０周年記念事業について 

田中惟介君

誕生・結婚祝     初田 会長

ニコニコアワー   正野＆望月君

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘    初田 会長

 

１月例会担当班 
役員グループ 

望月・横田・岩坂・正野・佐古・

増石・宮本・田中・ 
準備の為に６時に集合して下さい。
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  １２月例会報告   
２００４年１２月１２日（日）１７:３０～２１:００          記録 山内信三 

― サンホーム 6 階 －                

出席者(敬称略) 

メン 

初田・岩坂・佐古・新本・嶌岡・田中・望月・増石、山内・横

田・芳澤・大谷・笹川・箕浦・藤井・中野・宮本・山口・丸尾・

和田林・ 

メネット 

初田・望月・田中・伊藤・新本・山内・大薮・横田 

コメット&マゴメット 

大谷３名 

ゲスト＆ビジター 

今井利子（なかのしま）、吉田全孝・東良学・松岡虔一（サウ

ス）、森本栄三・好子（高槻）、永井康雅・由紀子（紀の川）、児

玉三千雄・己壬子（和歌山）、三品ミチ子（大阪）、畠中博之・

寺田由美子・嶋岡律雄（ゲスト）、岡西博司・知子・香菜・祐子
（京都プリンス）                 

ＹＭＣＡリーダー&ＹＭＣＡスタッフ&サンホームスタッフ 

 大岡・河井・杉本・清家・尾北・月川・安・岡上・荒賀・西村・

大島・大塚・杉村・池田・松岡・渡邊・田中・森迫・岡本・高山・

浅井・宮野・加茂・菅・森・小滝・細田・相原・加納・福野・西

田・押川・池永・小瀬・川端・ブラウン・ 

 

以上  ８６名 

 

 

 １２月のクリスマス例会は例年どおり、ワイズとＹＭＣＡ、

サンホームの三者による「合同クリスマスの集い」として

計画実施されました。一部の例会では初田会長のあい

さつに引続き京都プリンスの岡西ＢＦ主任から興味深い

スピーチがなされました。 

（ゲストスピーチ ＢＦについて） 

今年の 8/11～16 にか

けてインドのコーチで

ワイズ世界大会が開

催され、ＢＦ代表とし

て参加しました。ＢＦ

代表としての役割はフ

ラッグセレモニーでア

ルゼンチンの国旗を

捧げての入場ぐらいでしたが、いろいろと良い体験がで

きました。まず第一は大会を通して、日本の方々と親しく

なったことです。彦根の島野さんは 78 才でしたが、若い

1961 年にＢＦ支援を受けて約７０日にわたってＵＳＡに

滞在しワイズ創設者のポールアレキサンダーさんと握手

した思い出を語っておられた。宝塚からは入会数ヶ月の

若い方を含め 5～6 人が参加されておられたが、ワイズ

を理解するには国際大会に参加することだとして、大会

参加を呼びかけているとの事でした。河内の望月さんと

も親しくなりました。二番目には、国際団体のワイズを実

感できることです。71 ヶ国が加盟し、ペイドメンバーは

26,410 名、ノンペイドメンバーを入ると 30,000 名を超え

ると報告されています。今年の会長のジョンチョアさんは

フィリピンの方ですが、スピ―チを通して、フィリピンのＹ

ＭＣＡとワイズの状況への理解が深まりました。ＢＦを巡

ってはその資金の使途の報告が無い、３０００円は高い、

古切手収集での資金に限定すべき等々色々な意見が

ありますが、今回ＢＦの資金援助を受けて国際大会に参

加し、意義ある基金との

認識を深めました。 

（第２部 礼拝） 

「響きあう関係」のテーマ

で松岡虔一牧師からクリ

スマスメッセージが語ら

れました。 

（第3部 祝会）中華風

バイキングスタイルの食

事に引続き、ＹＭＣＡリ

ーダーによる創作劇「若

者たち」が演じられまし

た。河内の田中メンが

演技シナリオ監督として、

4～5 回の練習をした熱

演でした。そのテーマはボランティア活動への「一人一

人の関わり方への問いかけ」と感じ取りました。メネットコ

ーラス、京都プリンスの岡西ファミリーのタップダンス、オ

ークション、ロビー展表彰と続き、初田会長の閉会点鐘

で幕がおりました。タップダンスは秀逸で雰囲気、技術、

ファッションと参加者一同大感激でした。看板、プログラ

ム印刷、出し物の全てが参加者の手作りで関わり準備し

て下さった方々に感謝して例会報告といたします。 
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１２月例会 フォト報告 
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１２月例会は美味しい食事と楽し

い歓談、リーダーによる創作劇「若

者達」メネットのコーラス、そしてメイ

ンイベントは京都プリンスクラブの

岡西ファミリーによるタップダンスの

妙技、締めくくりは河内恒例のオー

クションで盛り上がりました。 

オークションの売上より 40,000 円

は東ＹＭＣＡのクリスマス献金に捧

げられました。 

遠方よりご出席いただきました各

クラブの皆さんに心よりお礼申し上

げます。 
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２００４年 クリスマス例会 

オークション売上集計 
 
提供者 品          名 価格 購入者名

井上 バッグフェイラー 1000 伊藤

ボディーシャンプー 1000 望月
今井利子 

短冊掛け 1000 児玉

永井康雅 ペンダントトップ 3000 田中

味付け数の子 200g 1000 吉田
箕浦泰之 

味付け数の子 500g 1500 西田

望月強 スポーツバッグ 1000 遠藤

藤井敬子 クリスマスプレゼント 2500 芳澤

佐古至弘 ショッピングバッグ 500 ？

メープルシロップ 1000 岡西
嶌岡正明 

折畳傘・タオル 600 岡西

バスタオルセット 1000 浅井

キティー寝袋 1500 清家伊藤圭介 

赤いポスト 100 大谷 孫

嶋岡律雄 資生堂石鹸 600 笹川

１輪指し 1000 山内

入浴剤 1100 東

コーヒー豆 1000 岩坂
大薮芳教 

伊藤ハム 2000 望月

寺田 入浴剤 1350 笹川

田中加代子 加代子のかぶら漬け 2500 ５名

中野義彦 佃煮 1500 ３名

迎春用牡丹鉢 1500 山内

鉢植え水仙 2100 横田新本英二 

化粧石鹸 500 和田林

遠藤通寛 味の素 ギフト 2000 岡西

会津焼き カップ 500 森本
山口穣 

男性用バッグ 1000 田中

タオルセット 300 大薮

バッグフェイラー 700 初田笹川桂子 

スノーマン毛布 800 児玉

初田稔 ワイン ６本 6000 ６名

ワイン ２本 2000 ２名

ウエッジウッド時計 2300 大谷横田憲子 

ハンカチ 500 森本

手洗い石鹸 500 初田
芳澤伸之 

ビール 2500 岡西

児玉三千雄 沖縄ワイン 1500 遠藤

三角ストール 3000 三品
和田林杉江 

マフラー 1000 山内

大谷美佐子 スヌーピー時計 400 望月

味付け海苔 ２箱 2000 ２名
岩坂正雄 

商品券 10000 横田

暖かカイロ 300 岡西
河内クラブ 

タンスにゴン 500 大谷

増石広之 ポインセチヤ ２鉢 2000 ２名

山内信三 シクラメン ５鉢 5000 ５名

丸尾欽造 野菜セット 1000 岡西

合計 77,650 
 

商品のご提供とお買い上げにご協力を頂きまして有り難

うございました。お陰さまで７７６５０円の売上がござい

ました。 

この売上より４００００円を東ＹＭＣＡのクリスマス献

金に捧げます。 

第３０期 第７回役員会  

２００４年１２月１６日（木） 東ＹＭＣＡ 

“為せば成る！” 興味と意識と熱意を持って 

日本区強調月間  IBC.DBC 

 

出席者 初田・増石・宮本・佐古・田中・笹川・岩坂・ 

芳澤・望月・横田・丸尾・ 

 

1 月例会 通常例会 

1 月 20 日（木）・サンホーム 

担当：役員   

望月・横田・岩坂・正野・増石・佐古・宮本・田中・ 

 

ゲストスピーカー 

なし。 

 

例会役割分担 
 司会    増石広之君   聖句朗読 田中惟介君   

 食事手配 宮本修司君   食膳感謝 岩坂正雄君  

 ニコニコ  正野忠之君・望月強君     

 

次月ブリテン原稿 
役員会報告      初田  稔君  

例会報告        田中惟介君                 

Ｙニュース       宮本修司君 

サンホームニュース 嶌岡正明君 

こーひーぶれいく   箕浦泰之君    

メネットコラム(私の独り言)  伊藤玲子さん 

 

審議事項・連絡事項 
 

★ １月例会プログラム検討・ 

３０周年記念例会について 

会場の決定・参加費など 

参加者の集め方・その他 

DBC について 

新年合同例会の総括 

★ 新年合同例会について 

経過報告・現在の参加予定名簿・ 

当日の役割・準備するもの・集合時間・その他 

１２月２７日最終チェック 

★ サンホームロビー展・ 

結果報告・収支報告 

 東ＹＭＣＡクリスマス献金として２９０００円を献金 

 次期も続けて行きたい 

★ 次期阪和部主査選出  CS 主査 芳澤伸之君 

★ １２月例会（クリスマス例会）評価・収支報告 

    沢山の参加者（８６名）により収支も良かった 

★ クリスマス街頭募金・クリスマス献金の取り組み 

★ １月報ブリテン発送について １２月２７日予定 

    ブリテン発送終わり次第に新年合同例会の最終

チェックを行う 

★ ３月５日 映画「アイ・ラブ・ピース」の前売券につい

てクラブで買上げて支援する 
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新年明けましておめでとうございます。 

今年もサンホームの諸プログラムにご協力よろしくお願いいたします。 

 

特養初詣 

新年 2 日（日）特養入所者が初詣に近隣の神社に１年の健康お願いにいきます。 

 

特養新年会 

1 月 9 日（日）11 時～15 時 

家族の方を参加して頂いて、新年会を予定しています。色々なプログラムや食事で楽しい時間を過ごします。一

緒に楽しんでくださるボランティアの方を募集しています。 

 

デイサービス新年お茶会 

1 月 10 日（月）～15 日（土）13 時～14 時 30 分 

お抹茶と和菓子でお茶会を催します。新年の雰囲気も楽しんでいただけます。 

 

イキイキ健康生活セミナー 

参加費無料です。ぜひ参加してください。 

第

八

回 

１月 1４日（金） 

14:00～15:30 

転倒･骨折、今から予防!!  

～ＡＯＡ(ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰ･ｵｰﾙﾀﾞｰ･ｱﾀﾞﾙﾂ)の取り組みより～ 

大阪ＹＭＣＡ ウエルネス事業部  宮本 修司

第 

九

回 

２月１２日（土） 

14:00～15:30 

今のうちに聞いておこう!! 介護食編 

 ～家庭でできる、きざみ  食･軟食･とろみ  食～ 

ＹＭＣＡサンホーム 食生活創造室 主任  堂本 隆子

第 

十 

回 

3 月１１日（金） 

14:00～15:30 

財産と権利を守る!! ～成年後見制度を知ろう～ 

             東大阪市健康福祉部 

 

クリスマス献金感謝とお願い 

12 月例会でのオークション売上の半額、またワイズロビー展の出展料をクリスマス献金としてささげていただきま

した。感謝いたします。メンバーの方でお忘れの方は 1 月例会にお持ちいただけましたら幸いです。 

 

 

   

  

      冬季にはナイターで・・・・・・ 
 

例年より温かい日が多いですがグラウンドでは夕方になれ

ば冬を肌でしっかりと感じる事ができます。気温が下がる事もそうですが、やはり日没が早くなる事は冬が来た事

を私たちにしっかりと伝えてくれます。 

 そんな中、YMCA サッカースクールでは日没の影響でクラス時間を早めるクラスも少なくありません。しかしなが

らクラス時間が早くなるという事は高学年にとっては学校の影響で遅刻する事が多くなります。こども達にとって

は遅刻が続く事は「やる気」「楽しい」などの気持ちを奪われる原因のひとつになっているのです。昨年は休会者

も含め退会者がそんな理由で増えました。 

 今年度は休会者・退会者を増やさないようにどうしたらよいものか検討の日々が続きました。検討の結果、学校

の授業に影響がないように簡易ライトを４つ使用する事にしました。簡易ライトを使用することで練習時間を変更

する事なく活動できます。又、問題点となっていた発電機はワイズの増石さんのご好意で来年度の春まで貸して

いただく事になりました。 

 現在、４箇所のグラウンドでライトを使用しています。皆さん「子どもは風の子 元気な子」の言葉にピッタリのこ

ども達に会いにきてください。 

                               東 YMCA    菅 秀晃 

 



大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー  ２００５年 １２報 
 

－７－ 

 

 
連載ＮＯ ４ 

「私の独り言」 
 

新しい年を迎えて 
                 大藪暢子 
 

２００４年は一年を通して地震等の災害、そして子

供達への様々な不幸な出来事に悲しい思いで一杯

でした。 

私にとっても、正月早々旅の思い出として集めてい

た thmvle(指ぬき)を３つ４つ棚から落として壊した！そ

れ以来いろいろな物が壊れ、最後は２０年も慣れ親し

んだ私の”足しい君“自転車でした。 

２００５年は静かな穏やかな和らいだ世の中であり

ますように心から願っています。“キレル”という言葉を

耳にすることが少なくなるようにと。 

本年もよろしくお願いいます。 
 

 
 

 

  
 新年のご挨拶  

                   

                          初田真佐子 

 
新年明けましておめでとうございます。 

 

色々な災害がありました２００４年も終

わり、新しい２００５年を迎えることが出

来ました。皆様には良いお年をお迎え

になられましたでしょうか。 

 メネット会長としてのお役目もようやく

半年が過ぎました。今期は積極的にかかわって来た

訳ではありませんので、本当に長い半年でありました。

しかし、皆様のお力をお借りして、それなりの重要な

会合には参加をするようにはして参りました。 

残りの半年は、新年合同例会から始まり、３月頃予

定のメネットの食事会、４月のらくらく登山、５月のメネ

ット例会、６月の西日本区大会とメネットの関わる行事

は沢山ございます。 

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

今年は静かな年でありますようお祈りいたします。 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Ｃｏｆｆｅｅ 

     Ｂｒｅａｋ 
宮本修司 

 

 

 

 
東ＹＭＣＡ 宮本 修司 

「名言・名台詞」 
ステップⅡ研修で、様々な講師の方が、様々な分野

の講義をされました。その中で名言を幾つか教えていた

だいたので、ご披露いたします。 

「意味のある他者になろう！」 

「たった一人のために」 

「いくつになっても鍛えるべし！」 

「問題解決の宝の山は現場の中にある」 

「仕事は肩書きでするものではない、責任は肩書きで

取る」 

「部下の声にならない声を聞け！」 

「自分の懐を痛めた分は、必ず取り戻す」 

「誰もいないと思っていても、どこかでどこかでエンゼ

ルは！」 （古き森永製菓のイメージソング） 

などでした。 

全てを説明する気は無いですし、どのように感じられ

ても結構に思います。色んな場面で使えるだろうし、捉

え方も人それぞれでしょう。みなさんは幾つ自分の名言

を持っていますか？いつかは、私も名言を残せるような

人物になれるかな？ 

 

 

 

チャリティーロビー展を終えて  
                         笹川桂子 

１２月１日から１２月１２日まで、サンホーム１階ロビー

にて“第４回チャリティーロビー展”を開催。会場には写

真、書、絵画、手工芸等多彩な作品を５８点、３１人の出

品者の展示会を実施致しました。一つ一つの作品から

作者のお顔が思い浮かぶようなほのぼのとした心温まる

雰囲気が漂い、沢山の人達に楽しく観賞して頂けたの

ではないでしょうか。 

この展示会を催すに当たりまして、PR のため初めて

の他クラブ訪問に、私の拙い言動を温かく見守って下さ

いましたクラブの方々に心から感謝致します。そして快

くご協力ご支援下さった出品者の方々を始め、美術協

会会員の大西先生による審査選考、阪和部部長、中西

部部長、阪和部メネット主査、伊藤様及び会長、実行委

員長の入選者への賞品提供、特別作品の展示をしてい

ただいた方、さらに人気投票に携わって下さった８４人

の人々、準備に関わって頂いた全ての方々にこの紙面

をお借り致しまして、厚く御礼申し上げます。 

チャリティー金額２９，０００（５８×５００円）をクリスマス

献金とさせて頂く事が出来ました。ほんとうに有難う御座

いました。 

いらっしゃいませ！！ 

ようこそ、宮本修司様 

ごゆっくり御くつろぎを。 
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HAPPY BIRTH DAY            WEDDING ANNIVERSARY 

望月  強 １９３９年１月 ２日生          大谷美佐子＆璋幸夫妻  １月１７日 

田中 惟介 １９４４年１月 ３日生     

望月 治子 １９××年１月 ５日生 

大藪 暢子 １９××年１月 ８日生 

笹川治太郎 １９３８年１月２４日生 

宮本 由美 １９××年１月２４日生 

山内 信三 １９４３年１月３１日生 

 

 日本区通年強調目標 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  Ｉ Ｂ Ｃ   Ｄ Ｂ Ｃ   
①既に締結している IBC/DBC の実態調査報告をまとめ、参考資料として各クラブに配布し、「交流」の見直

しと、強化推進を呼びかける。 

②IBC を希望しているクラブに、対象となりうる外国クラブのリストを提供し、締結への足がかりを築く。 

③DBC については、未締結クラブに希望する相手クラブ名を挙げさせ、一覧表にし、締結へのあしがかりと

する。                        吉松 勝郎 交流事業主任（鹿児島クラブ） 

 

 

 

阪和部・中西部 

新年合同例会のご案内 
 

 
日時 ２００５年１月８日（土） 

２時３０分～５時３０分 

場所 土佐堀ＹＭＣＡ ２階大ホール 

会費 ￥５，０００．－ 

 

新しい夜明けを迎え 

心地よい風をほほに感じ 

美しい音色に身をゆだねるのは ＤＯ 
 

語り、歌い、 

そして一つの輪になって 

あしたのちからにしよう！ 

 

 

クラブメンバーは 

１月８日 １３時に 

土佐堀ＹＭＣＡに集合してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  １１月月－－２２月月のの予予定定   

 

１１月月  ２２００００５５年年 
１月 ８日（土）新年合同例会 

土佐堀ＹＭＣＡ 

１月 ９日(日)～１０日（月）次期役員研修会 

          六甲ＹＭＣＡ 

１月２０日（日）例会 サンホーム 

１月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

２２月月  ２２００００５５年年 
２月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

２月 ５日（土）第三回阪和部評議会 

       南ＹＭＣＡ １４：３０～ 

２月１７日（木）例会 サンホーム 

次期役員選挙 

２月１９日（土）～２０日（日） 

東西日本区交流会 東山荘 

２月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 
Wind�From�Kawachi 

 

暖かい冬の早々のお出ましは、カメラが捕らえ

た可愛い紅白の梅花でした。我がクラブのカメ

ラマンの被写体は、人と物と事が繰り広げる瞬

時をみごとにキャッチ！ ブリテンの紙面舞台

にその人々の輝いた笑顔を咲かせます。 

お陰さまを頂いた一年を感謝して、２００５年の序幕はクラ

ブ３０周年を迎える新たなる年。爽やかな一歩の踏み出し

です。本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

（笹） 


