
 

       ２００５年１０月報    Vol ３６１ 
 

 
２００５～２００６年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「為せば成る!」 30 年の歴史を重ねて         横田憲子 
阪 和 部 主 題「楽しく歩もうワイズライフ!」              惠美奈博光（大阪サウスクラブ） 
西日本区主題「すすめ、愛と勇気をもって」 Go Forward with Love and Courage   佐野文彦（四日市クラブ） 
ア ジ ア 主 題「Lead by your own Action」行動するリーダーになろう           Janet Siew(シンガポール) 
国 際 主 題「Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need」求めるワイズから行動するワイズへ  Benson Wabule (ケニア) 
メネット主題「愛を追い求めなさい! “愛は家庭から、そしてワイズ、地域社会へ”」   管 美代子(熊本東クラブ) 

 
 
 【今月の聖句】 ピリピの信徒への手紙 ２章２～４節 

同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、わたしの思いを満た

してください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手

を自分より優れた者と考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払

いなさい。     ― 目前に迫った大きなはたらきのために ― 

 

 一枚の名刺 
           YMCA・ASF 事業委員長 丸尾欽造 
大山国立公園から山越えで関金町に抜ける県道４５号は、森を

縫い谷を望みながら曲がりくねった道が続いていて行楽日でさ

え車は少ない。５月のある日、そんな山中を走行中、一目見て

土地の人ではない熟年の女性が前方で手を振って私の車を止め

た。彼女が指さす林の奥を見ると、少し開けた山の斜面に一台

の白いセダンが目についた。進入して動けなくなり助けを求めていたことは説

明を聞くまでもなく分かった。車を降り近づいてみると、堆積した落ち葉と軟

弱な湿った土の中に後輪が埋もれていて、ご主人が途方にくれていた。山菜採

りに来ていたとのこと。春とはいえ人里離れた山中で夕刻を迎える不安は察し

てあまりある。通り合わせた何台かの車に手を振ったらしいが、いずれも見放

されたと、奥さん。携帯電話は圏外で、ＪＡＦへの救援要請はここからでは無

理だ。太い牽引用のワイヤーロープは積んでいたが横向きでは角度が合わない

し、ジャッキを利かすにも土台になるようなものは何ひとつ持ち合わせていな

い。しかし、私とご主人との協同作業で、この難局を見事に脱出することに成

功したのである。（その過程はまさに神様のお支えによるものだったが紙面の都合で割

愛）「よかったですね」と、握手を交わし立ち去ろうとする私のポケットに、ご

主人は感極まって一万円札をねじ込んできた。勿論ワイズ魂はそれをお受けす

るはずはなく、かわりにウエストポーチに一枚だけ持ち合わせていたスペシャ

ルオリンピックスの名刺をお渡しすることにした。 

後日のお電話によると、無事に帰還されたことのご挨拶とあわせて、インタ

ーネットで「スペシャルオリンピックス」を検索し、その活動内容を初めて知

り感銘を受けられたとのこと。岡山にもスペシャルオリンピックス活動が始ま

ったことをお伝えして、「応援していただければ協同作業が続けられますね」と、あの時の作業を思い起こしながら小さな

広報活動を終えた。 
 

会 員 数 ２１名 ゲスト＆ビジター        １０名 ９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 ５名 現金 16,500 円 ９月分 ９月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ３０名 累計  16,500 円 0 円 16,820 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １３名 切手 ０pt 累    計 累    計 
９ 月 の 出 席 率 ８１.0％ ９月の全出席者 ４５名 累計 ０pt ０円 31,690 円

 
 

 

10 月例会プログラム 
１０月２０日(木)サンホーム 6F 

 
     司会 大谷美佐子君 

開会点鐘       横田 会長 

ワイズソング     一   同 

聖句朗読       増石広之君 

ゲスト＆ビジター紹介 横田 会長 

会長の時間      横田 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 

 

ゲストスピーチ    今関信子氏 

   みんな みんな つながって 

 

誕生・結婚祝     横田 会長 

ニコニコアワー    芳澤&中野君 

ＹＭＣＡの歌     一   同 

閉会挨拶・点鐘    横田 会長 

 

今月の食事担当  伊藤圭介君 

 
10 月例会担当班 A グループ 

岩坂・伊藤・増石・石田・芳澤・ 

中野・大谷 
準備の為に６時に集合して下さい。 
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  ９月例会報告   --サンホーム 6 階 －      
２００5 年９月１５日（木）18:30～20:00                         記録 田中惟介  

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・丸尾・横田・芳澤・初田・田中・尾北・藤井・ 

宮本・新本・伊藤・山内・望月・岩坂・ 

メネット 初田・望月・大薮・大谷・新本・ 

ゲスト＆ビジター 

今井利子(大阪なかのしまクラブ) 

細田敦子・中出順子・藤本絵里圭・田中なな・松岡佑将・ 

小瀬弘之・藤本文也・筒渕真也・森秀範・ 

以上  30 名 
 夏から秋へ。昨日までの暑さが一瞬に

して空気が入れ替わったようで さわや

かなゆうべの定刻 ６時３０分 山内ワ

イズの司会で９月例会が開会された。 

 藤井ワイズの食事手配は 意表をつい

て各種どんぶり。 さめ

ないうちにとの配慮でプログラムを変更

して早々に会食となった。 食事半ばに 

連絡事項の伝達が行われた。 

 

宮本連絡主事 

１０月８日に全国ＹＭＣＡ同盟主催のリーダー研修会

に小滝リーダーが派遣されることになった。交通費の援

助を頂きたい。同日 ９時にファンドのジャガイモ到着。 

大谷メネット会長 

 歯ブラシの献品依頼 

 １１月２６日 阪和部合同メネット会があり、１０月例

会で登録確認します。 

望月ＥＭＣ事業委員長 

 ＥＭＣシンポジュウム報告。橋崎主任の熱意に答え全会

員で増強に努めようと呼びかけ。 

岩坂交流事業委員長 

 講演会のチラシ・チケット配布時には生きた広報が大切

である。望月ワイズの働きに感謝。 

「真珠湾からゴルゴタへ」 のリーフレット配布。今回

の講演会のテーマ=命の大切さとの関連から・・ 

新本英二君 

 済州島Ｙとの友好交歓の吹奏楽演奏会に同伴。 

佐古会計 

 会費、半年分を納入してください。 

尾北 昇君 

 １０月２３日の東Ｙ祭りに協力下さい。 

田中３０周年事業委員長 

 クラブ訪問による情宣。チケット配布状況報告。 

次回の実行委員会 １０月７日 多くの出席を待つ。 

初田直前会長 

 ロビー展のアピール。 

横田会長 

 サンホーム居酒屋“なごみ”支援実施の了解を求める。 

例会時に献金筒を置き端数の小銭を集めたい、ＦＦ資金

に充当する。 

 

 

以上のごとく 多くの伝達がなされた。続いてスリラン

カへ派遣された小瀬リーダーの帰朝報告。 

「わたしたちは子供たちの かがやく未来への架け橋

となります」とプロジェクターに映し出され、現地プログ

ラムのスナップ写真が次々と示された。 

同行した国際専門学校の筒渕君と土佐堀のリーダー藤

本君。３人が交互に体験や感動を述べ、例会に参加してく

れたリーダーやスタッフと共にいろんな意味でよい学び

の場となった。 

この時点で定刻となったが残りのプログラムもすべて

消化し、８時５０分なごやかに閉会した。  
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にこにこ語録 ９月例会 
テープ起稿 初田稔 

藤本(リーダー) 土佐堀 YMCA から来まし

た藤本です。22 歳になりました。これから

も頑張ります。 

筒淵(リーダー) 筒淵真也です。

皆からブッチーと呼ばれてい

ますのでブッチーと呼んでください。今日

は見学のつもりで来ましたが、発表までさ

せて頂き感謝です。非常に緊張しました。本当に楽しかっ

たです。 

藤本(リーダー) 私は今年の春からのリー

ダーでまだ何も解りません。これからは

色々とチャレンジをして行きたいと思って

います。 

中出(リーダー) 本日は有り

難うございました。スリランカへのキャン

プ参加にご支援をいただきまして有り難う

ございました。 

細田(スタッフ) 久し振りに参加させて頂き、

ワイズの活動が見られて良かったです。また、

小瀬君の活動も皆さんに見ていただき良か

ったです。 

田中リーダー) 今日はお呼び

頂き感謝です。小瀬さんの話も聴けたし、ワ

イズの方々ともお話が出来て交流ができて大

変嬉しかったです。 

新本メ 良いお話を有り難うございました。

リーダーの皆さんの若さが羨ましい。 

大谷メ 若いって素晴らしい

ですね。そう思いました。(笑い) 

望月メ まだまだ若い望月で

す。(笑い)これからも頑張って

ください。 

藤井 今日のお食事は如何で

したか、芳澤さんや会長から

アドバイスを受けて用意をしました。年齢

層が広いのでといって用意をしてもらいま

した。 

松岡(リーダー) お食事も大変美味しく来

月もまた来たいと思います。８月に続き今

月もお招き頂き有り難うございます。こん

な交流の場を沢山持たして下さり感謝して

います。 

森(スタッフ)  最近に一人暮らしを始めた

んですが、苦しい生活の中で美味しいご飯を

頂けて(笑い)感謝します。本当に有り難うご

ざいました。 

佐古 久し振りに若い人達のお話が聴けま

した．現在は色々なお役目を頂いており、

今月は10日余りはYMCA関係に出席です。 

増石 スリランカの子供達

のスライド、それからリーダ

ーの皆さんのお話を聞いて、

若いのはいいなぁ～と思いました。年齢は

シルバーですが気持はリーダーに負けない

ようにしたいと思います。 

初田 望月さんは現地での冬ソナ見学ですが、私は金も

余裕も健康も無いので(笑い)これから家に帰ってテレビ

で韓国ドラマの「チャングムの誓い」を見ます。(笑い) 

丸尾 若者に告ぐ、私はこのクラブで

YMCA サービスの窓口になっています。YIE

というのがあります。だからこんな事がした

い、お金を貸して欲しいということがあれば、

私におっしゃって下さい。(笑い)若者に告げました。 

宮本 親心を持って小瀬君の話しを聞いて

おりました。プレゼンテーションの長さや

語り口調など勉強することが多々あると思

いますので、もう少し頑張って貰います。 

新本 今日は歌を唄います。 

∮ ワイズメンの希望 大阪河内、夢を追っ

て走る 河内クラブ グングン進め ピョ

ンピョン跳ねよ 今日も跳ねる 未来へ進

む 大阪河内ワイズメンズクラブ ワイズ

メンの希望 河内クラブ ∮ (拍手・爆笑) 

 (NHK 朝ドラ ファイトのサイゴージョンコの応援歌の節で

唄って下さいました) 

望月 唄の後は大変やりにくい。皆さんが

納涼例会をしている時に、ソウルでのアジ

ア大会に出席し、しっかり勉強してくる予

定でしたが、行った所は「冬ソナ」のロケ

地でした。(笑い)垢スリと焼肉しか印象に残

っていません。(笑い) 

伊藤 50 年前に帰りたいワ・・・(爆笑) 

今井(なかのしま) 藤井さん

お弁当ご苦労さんでした。ス

リランカは津波などで苦労

していますが、大変明るいなぁと思いまし

た。子供が多いのでこれからが楽しみだと

思います。 

岩坂 今日嬉しかったのは、ゲストの中に

私の息子の教え子がいます。筒渕君です。

彼は北海道の出身ですが、イギリスやその

他の国を放浪の末に YMCA にたどり着い

て(笑い)今日のテーマも彼らが考えたよう

で、「未来への架け橋になろう」若者達の

素晴らしい夢だと思います。 

田中 西クラブの訪問時に藤本さん達に会

いました。発表はもう少しうまくやれよな、

後の評価会には私も出席する(爆笑) それ

と９月 11 日に行われた家内のコンサート

に大勢のメンバーガ応援に来て下さって有

り難うございました。 

尾北 スライドの中の説明で、津波の被

害を受けて多くの方々が亡くなったこと

に対して子供たちがお医者さんや看護婦

さんになりたいと言っている。それぞれが

希望を持って明るく元気に未来を見てい

ることに感銘を受けました。 

横田 先ほど小瀬君が宝物とするスリラ

ンカの子供達の絵を見せて頂いて、5 年前

に北 YMCA で見たのはピストルを持った

り、血が流れていたりで赤い色が多かった

のですが、今日の絵はとても綺麗な色使い

で子供達が元気になっているのがわかりました。 

山内 先日茨木クラブに３０周年の RP と

ロビー展のお願いに行ってきましたときに、

ハワイキャンプの報告会でして、その時は

YMCA のスタッフが説明をしたのですが、

今日の 3 人はその時のスタッフに勝るとも劣らない出来

映えでした。 
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初田メ スライドもさる事ながら前に立

っている若い 3 人がワイズに入会してくれ

たらなぁ 活気が出るのになぁ と考えて

おりました。どうぞお入りください。(爆笑) 

芳澤 チョット堅い話になりますが、そち

らに「ストップエイズ」のチラシがありま

すが、ワイズメンズクラブはこういった活

動もしています。１０月 29 日に南 YMCA

で講演会を行います。時間のある方は参加

してください。学生は無料です。 

とりになりますが「ぴよぴよ君」で締めてもらいます。(爆

笑) 

小瀬(リーダー) ピヨピヨさんです。(爆笑)

本当は発表したかった事は後 2 枚ほどあっ

たんですが、心から伝えたい事は子供たち

のあの素晴らしい笑顔を見ることが出来ま

したのは皆様のお陰だと心から感謝してい

ます。本当に有り難うございました。(大きな拍手) 

 

本日のニコニコは 16820 円でした。ご協力に感謝いた

します。 

 
 

アジア大会 IN 韓国 
望月 強 

 
河内納涼例会と日が重なっている為、後ろ髪を引かれる

思いでソウルに旅立ちました。 

飛行場でのチョッとしたアクシデントと交通渋滞のた

めにメインのオープニングセレモニーにギリギリの到着

です。既に会場は満席状態です。案内の人に２人の席を確

保していただき韓国独特舞踊を堪能致しました。夜のレセ

プションでは、我が阪和部部長永井康雅

さんがエルマクロー賞に選ばれ、壇上で

受賞されました。真に喜ばし事でした。 

 海外での大会の楽しみは、その国の文

化に触れる事だと思います。今年は日本

で起きた韓流ブームに乗り冬のソナタ

観光地へ参りました。私はドラマを知り

ませんでしたが、家内の意向も尊重して、恵美奈夫妻・小

路夫妻と坂本さんと冬ソナ観光に出かけました。ドラマを

見た人は見るもの全てがドラマを思い起こされ楽しませ

ましたが、私は車の渋滞だけが印象に残りました。会場の

ホテルは市内から遠く離れたところでした。そこから繁華

街ミョンドンまで夫

婦だけで地下鉄に乗

って、ショッピングと

韓国流アカスリに出

かけました。地下鉄の

駅名は漢字表記も無

く、前夜サウスの朴さ

んから聞いたマップを片手に、途中の乗り換え駅も無事に

ミョンドンに行くことが出来ました。この時始めて、ソウ

ルに来ている事を実感しました。来年の釜山国際大会にも

出席したいと思っています。  

なかのしまクラブ訪問記 
               初田 稔 

 9 月 14 日(水)、念願の大阪なかのし

まクラブ訪問です。クラブがチャーター

した時から一度は伺いますと約束をしな

がら今日まで機会が無く延びていました。 

ゲストスピーカーの山地さんのお話は、

淡々とお話をなさっていましたが、胸にジンと来る内容で

ありました。73 歳のお歳で何が彼女をあそこまで活動さ

せるのだろうか。頭の下がるお話でした。参加者はゲスト

&ビジターが 50 名と聞き、これにも驚きました。 

 
 

大阪クラブ訪問記 
田中 惟介 

 初の大阪クラブ訪問であった。 

総本山へお参りする僧のような心境で早めに出かけたの

だが愛車の後輪 パンク！ 大慌てで最寄り駅へ駆けつ

け、大汗かきながらの出席となってしまったのだった。 

 が ご列席の顔ぶれの中に幾人かの既知の方がおられ

たので たちまちのうちに平常心を取り戻したのだった。 

 卓話は“源氏物語の世界”。久々に高校時代の「古文」

を思い、文法に縛られない闊達な読解に、こんな授業だっ

たらもっと親しめたのに・・・と感じたのだった。 

 伊勢海老、サザエ、ローストビーフ等の豪華な食事。落

ち着いた雰囲気。これが最古参クラブの重みなのだろう。

３０周年記念事業とロビー展のアピールをすませ粛々と

退席したのであった。  （夢枕 獏 風に書いてみた。） 

 

セントラルクラブ訪問記 
笹川桂子 

9 月１７日（水）初めての訪問クラブです。既にお顔見

知りになった事の誼が自然に私の足を運んでくれました。

ゲストスピーチ〈言葉を伝える楽しさ！を勉強しましょう。〉

をワッハ、ワッハと笑いながらも難しさに頭打ち、真さに

お勉強をして来ました。「ロビー写真展」への出品の約束

の声も頂き、交わる言葉の～ほのぼの～さを噛み締めてい

ました。（参加者・笹川） 

 

奈良クラブ訪問記 
笹川桂子 

   
９月１０日（土）メネット例会に出席。奈良のクラブソ

ング（５０周年の歌）が作られ皆で合唱。（難しい音律！？

でも素敵～♪）。今日の卓話は「ストップ･エイズ」。血液、

精液などを経由して感染するウィルスを寄せ付けない正

しい知識を、そして世界各国に広がりつつあるエイズの危

険性の憂いと偏見を持たない事などを、お話されました。 
（参加者・大谷、初田メ、望月メ、伊藤メ、田中、初田、望月、

芳澤、笹川、佐古） 
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高槻クラブ訪問記 
９月１４日（水）横田憲子出席 

例会は EMC 研修の日で 橋崎恵子 EMC 事業主任さんか

らお話を伺いました。主任さんの思いがよくわかりました。 

  

土佐堀クラブ訪問記 
９月２０日（火）新本・田中 2 名出席。 

顔見知りの方が多勢おられ、初の訪問の感じがしなかった。

伝統あるクラブの底力を見た思い。 

新本がロビー展の、田中が３０周年のアピールをし、良い

反応を頂き、気持ちよく帰途に着いた。 

 

豊中クラブ訪問記 
９月２０日(火）正野忠之・横田憲子の ２名出席 

メネット例会の日でスピーチはカウンセラーの方から「自

分と向き合う時間」というタイトルで自分自身のチェック

テストをしました。  

 

西クラブ訪問記 
９月８日（木） 丸尾・山内・田中の３名出席。 

ロビー展・３０周年事業のアピールに出向きました。 

メネット例会でポットラック。プログラムは野外リーダー

のキャンプ報告。いろんな意味で個性的な東のリーダーと

の違いに新鮮な驚きがありました。暖かい歓迎を受け、西

クラブの皆さんに感謝します。また即日熊倉会長から訪問

に対する礼状を頂き行き届いた気配りに多くのことを学

びました。 

 
 

 

東 YMCA サンホーム大掃除に参加して 
9 月 4 日 日曜日 10 時―1 時 

伊藤玲子 記 

スタッフ、リーダー、ボラ

ンティア、ボランティアワー

カー、入居者家族の方、河内

クラブメン、メネットの皆さ

ん総勢７０数名の参加者で

行われました。尾北館長の挨

拶の後１F－６F、それぞれ

の階担当のグループに別れ、

一斉に開始になり、ワイズ

は１F 担当です。初田メンは

写真担当で良い記録が残さ

れたことでしょう。 

喫茶コーナー、入り口玄

関、窓ガラス拭き、介護用

品、展示コーナー、下駄箱、

本箱、廊下など地域交流で一番人の出入りの多い所なので、

念入りに掃除しました。時間内に全て綺麗になり終了しま

した。 

喫茶コーナーで昼食をとりましたが、汗を流した後のお

弁当は格別おいしく、３０周年記念会の話など親睦の一時

を楽しく持ちました。 
 

◎ ワイズからの参加者： 

尾北、佐古、笹川、初田、丸尾、横田、芳澤各メン、初田メ

ネット 伊藤メネットの 9 人でした。 

 

 第 31 期第 4 回役員会  
２００５年 9 月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“為せば成る！” 30 年の歴史を重ねて 

 

日本区強調月間  BF  

出席者 横田・望月・初田・芳澤・丸尾・宮本・田中・

笹川・藤井・大谷・増石・岩坂・正野・  

10 月例会 通常例会 10 月 20 日（木）・サンホーム 

担当：A グループ 

  岩坂・伊藤・増石・石田・芳澤・中野・大谷 

10 月ゲストスピーカー 
今関 信子氏 児童作家  

「みんな みんな つながって」 

10 月例会役割分担 
 司 会  大谷美佐子君     

 聖句朗読 増石広之君 食事手配 伊藤圭介君   

 食膳感謝 岩坂正雄君 

 ニコニコ 芳澤伸之君&中野義彦君 

11 号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく         正野忠之君 

役員会報告            笹川桂子君  

例会報告             岩坂正雄君   

Ｙニュース            宮本修司君 

サンホームニュース        尾北 昇君 

メネットコラム(私の独り言)    宮本由美さん 

にこにこテープ起し        初田 稔君 

巻頭言       橋崎恵子西日本区 EMC 主任 
 

審議事項・連絡事項 
 

★ １０月例会プログラム検討・ 

★“なごみ“ ボランティアに関して 
  ９月２４日の“居酒屋なごみ”にクラブ会員参加。食生活創

造室主任の下にて体験。状況の流れを把握し来月に実施する。 

★ １０月２３日（日）“ 東 YMCA 祭り”に関して 
  狙いの地域交流・多世代交流の輪に添った模擬店を検討中。 

★ １０月２９日（土）１３：３０～１６：３０ 

地域奉仕シンポジュームの準備検討  
  役割分担（受付、集金、領収書発行、その他）を河内ワイズ

メンバーの労役奉仕に担う。会場準備、プログラム制作検討。 

★ １１月２３日（祝）チャリティーラン担当について 
Y サ委員長に担当を依頼する 

★ ハリケーン・台風 14 号災害支援募金に関して 
  災害寄附金のあり方を再考。 

★ ２００６年１月～６月の例会卓話者に関して 
  会員のライフ・ネットワークの繋がりから３月、４月、５月

のゲストの紹介依頼。 

★ “ロビー展”に関して 
  第５回作品展―開催期間・１２月１日～１２月１８日とし、

アピールを各クラブにプロゼクト委員訪問開始。 

★ ファミリー・クリスマスの準備  

笹川さん・C 班・メネット会 

アトラクションにシャンソン歌手をメーンゲストに、今年一

年の締めくくりを楽しく過ごすプログラムを提供。内容の計

画を検討にあたる。 

★ EMC の取り組み方 
  メンバー増強への意識改革のためクラブの時代にあった運

営のあり方を考察する機会を設ける。 

 

奈良クラブ５５周年 １０月 8 日（土）1４～１６ 

阪和部ウエルネスウオーク 10 月 22 日（土） 
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阪和部 EMC シンポジゥム報告 
（大阪南 YMCA 平成１７年９月３日午後２時～午後５時） 

（ライター 笹川桂子） 

 

 
 

  
 阪和部 EMC 主査、遠藤通寛さ

んの司会で開会。惠美奈阪和部長

開会点鐘の後、橋崎恵子西日本区

EMC 事業主任のご挨拶と今期

EMC 活動方針が話されました。 

 

＜第１部＞各クラブ EMC 事業担当者の活動方針、活動報

告の発表。意義のある決意とクラブ特有の活動内容が目に

浮かぶユニークな話術が飛び交い引き込まれてしまいま

した。 

つづいて新入会員スピーチに５人選出。泉北クラブの

若手の会員入会の経緯は、美味しい焼肉に釣られるが如く

いつの間にかクラブに仲間入りとは、ほんとうにいい生き

方の選択をされたと、私は心から拍手を送りました。クラ

ブ会員所属には”自己実現”が出来る条件が備わっている

処なので〈気づき〉と〈決断〉と〈行動力〉を身に付ける

道場でもあります。若い人たちの未来は味のある素晴らし

いワイズメンが育っていることでしょう。 

新しいクラブの風を吹き込む世代を超えた仲間が集ま

る魅力あるクラブである為には、友情と助け合いの精神を

大切に暖かい愛の活動が出来るクラブで在りたい！と。 

 

＜第２部＞ ミュージックタイ

ムに恵美奈ご夫妻、遠藤氏の伴奏

で楽しく歌い、ヤングマンの心地

よいシンガーソングで心的安ら

ぎにしばし浸り充実した会に又

出会いました。 

第 17 回阪和部会 
２００５年９月 17 日(土)  南 YMCA４階 

記録 初田 稔 

 

今年の部会は、南 YMCA に 160 余名のメンバーを集

め盛大に行われました。参加者は西日本区役員を初め、遠

くは九州からも参加してくださいました。 

 

小池部書記の司会で開会し、来賓のご挨拶を頂いた後、

会長と主査の活動報告がありました。今年の各報告はパワ

ーポイントでの発表でしたが、

視覚に訴えるのは良い考えだと

思いますが、ナレーションは各

会長や主査の生の声でした方が

良かったように思いました。時

間的な制約は理解できますが、

一考があるように思いました。 

 第 2 部は「篠笛」の演奏です。

舞台への登場も演出されてい

てカッコウが良かった。素晴ら

しい笛の音に暫しの安らぎを

感じる。演奏の見事にも驚いた

が、演奏者の若さにも驚いた。

いい仕事をしていますね。 

 楽しい時間は直ぐに過ぎてしまいます。気が付けばもう

お別れの時間となりました。河内３０周年での再会を約束

して帰路に着きました。 
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地域奉仕(CS)シンポジゥム 
 

HIV/AIDS の現状と課題 

アジアの視点から 
 

と き １０月 29 日(土) 

じかん PM1:30-4:30 

ところ 南 YMCA  

2F ライブラリー 

かいひ 500 円(学生無料) 

講 師 藤崎智子氏 

特定非営利活動法人 HANDS 事務局長 

 

プログラム 

第 1 部 

13:00 開会挨拶 

13:45 特別講演 

15:15 休憩 

第 2 部 

15:30 講師との話し合い(質疑応答を含む) 

16:00 閉会挨拶 

 

 

 

阪和部ウエルネスウオークのご案内 
 
日 時 2005 年 10 月 22 日（土）  

９時 集合 ～ 15 時 解散 

      （前日 21 日（金）宿泊歓迎） 

場 所  紀泉わいわい村  集合 

     （電話 0724-85-0661） 

      登山 （ 梵 天 山

ぼんてんやま

 ）  

（行程 1.6ｋｍ 往復 3.2km 標高約３００ｍ） 

予 定  

9：00 受付 

9：30 阪和部 部長挨拶 

9：40 登山諸注意 オリエンテーション 

10：00 登山開始 

11：15 山頂登頂 大阪湾を眺望し 休憩 

11：45 下山開始 

12：30 わいわい村帰着 

   昼食（秋の味覚、釜飯を食べましょう） 

13：30 お楽しみ・わいわい発見クイズ大会 

14：30 閉会挨拶 

15：00 解散 

参加費 一人 1000 円（食事代、保険、事務費など含む）、

コメット（小学生以上）800 円 

    小学生以下幼児は無料（ただし保護者の方の付き添

い責任でお願いします） 

持ち物 雨具、帽子、軍手、水筒、タオル、着替え、 

服装  登山の出来る服装（長袖、長ズボン、トレッキング

シューズ）着替えがあれば便利です。シャワー・

更衣室あります 

■ 登山をされない方は竹細工コースに参加できます 

 

 

 

 

国際会長と西日本区理事から河内クラブの

ホームページに関しお手紙を頂きました。 
 
I have visited your website and wish to congratulate 
you for the good work. I have noted the various club 
activities including the wheel chairs you provided as 
well as the good programmes from January up to 
now. 
Every member of your club starting with the Club 
President and all others must be praised for the good 
work. It is clear that there is good fellowship, good 
humour and good work.  
hank for posting my photohraph on your website and 
for highlighting my Theme: "Be Y's Men in Deed not 
Y's Men in Need". 
I wish you greater success in years ahead. 
Y'sly and sincerely, 
 

BENSON WABULE 
International President 

 
貴クラブの素晴らしいホームページを拝見し嬉しく存じ

ます。 今年の初めからのホームページでは車椅子のお世

話や色んな有意義な活動をされておられます。 

 会長を含めてクラブの皆さんの働きを評価させて頂いて

おります。ホームページには良き交わり、ユーモア、そし

て良き働きが伺われます。ホームページ表紙には私の写真

とテーマ「求めるワイズから行動するワイズへ」を載せて

頂いており感謝しております。これからも良き働きをされ

るのをお祈りしております。 

BENSON WABULE 
International President 

 
大阪河内クラブの皆さん 
 

 写真は短時間に一番多くの情報を多くの人に伝えると

いいます。ブリテンを見ていてもとても面白いです。そし

て楽しいです。望月ワイズのご奉仕の賜物ですね。感謝し

ます。有難うございます。これからもカメラマンとして大

きなイベントの取材をつづけてください。また伊藤ワイズ

の奉仕があればこそ英文のキャプションが可能ですよね。

ＩＰベンソンが 30 周年のメッセージをくれるはずです。

伊藤さんは世界的に知名度の高いワイズマンなのです。今

の時代、広報活動が大切ですよね。初田さんはじめユニー

クな人が、貴クラブには大勢いるのですね。部会で皆さん

にお会いするのが楽しみです。横田会長、うらやましいで

すよ。私はクラブのホームページを見ながらそんな風に感

じました。一言感想を書かせていただきました。 

四日市クラブの佐野文彦です。 

 
 

１０月ゲストスピーカーのご紹介 
今関 信子(いまぜき のぶこ)氏 

1942年 東京生まれ。 

幼稚園教諭として7年間働いた後、創作活動に入る。

散歩と生き物が好きな元気印の元気人。 

著書に「子犬の裁判はじめます」(童心社)「さよな

らの日のねずみ花火」(国土社)「神戸っ子はまけな

かった」(PHP)「みずすまし一世号パワーオン」(汐

文社)などがある。日本児童文学者協会会員・日本子

どもの本研究所所属。 
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1. イキイキ健康生活セミナー 
第３回以降の予定は、下記の通りです。是非ご参加ください。 

 

2.敬老祝賀会報告（９月１９日） 
 特養・デイ合同の祝賀会を開催し、入所者・利用者ご家族など７０名の参加がありました。スタッフの歌や踊り、食生

活創造室特製の豪華なお食事で皆様の長寿を祝い楽しんでいただきました。最高齢は 102 歳のＦＹです。白寿、米寿の

方もいらっしゃいます。 

 

ＹＭＣＡ秋プログラム予告 
・ 10 月 16 日(日)東大阪市施設合同運動会 

・ 10 月 23 日(日)東Ｙまつり 

・ 10 月 30 日(日)久宝寺緑地外出行事 

・ 11 月 23 日(祝)チャリティーラン 

特に「東ＹＭＣＡまつり」は、東ＹＭＣＡの大きなイベントです。ワイズメンズクラブのメンバー全員の参加をお願いし

ます。 

     

 (2 つの YMCA を股にかけ・・・） 
 

ウエルネス専任講師として東、南 YMCA で勤務し、半年が過ぎ

ました。２ヵ所の YMCA で働く事は、最初の頃は戸惑いや、難し

さがありましたが、今ではこういった体制で、YMCA に関われている事に感謝しています。 

 それは、同じ YMCA でも、多かれ少なかれ、『違い』があります。この『違い』はスタッフ、土地、場所も異なるの

で当然です。ただその中で取り組み方の違いや、考え方の違い、研究生、リーダー、スタッフと子ども保護者の関わり方

など、良い所、悪い所、参考にするべき所がたった半年間ですが多く、感じました。比べる事は良くないかもしれません。

ただ、良い所は取り入れ、悪い所は、参考にして改善する。これは、自信を持ってするべき事だと思います。まずは私自

身、そして、リーダー、研究生もっと先は YMCA 全体へとズレを無くし、共有する気持ちを持ち、私達が誰に対しても、

子ども達のように OPEN MIND でいれば、より一層の YMCA らしい活動ができると思います。 

これからもこのような意識を持ち、取り組みたいと思います。            東 YMCA  高橋 優 

 

 

救命に AED 普及 
心筋をリセット、本来の動きを取り戻せる 

 
AED とは(Automated External Defibrillator)の頭文字をとったもので、日本語では「自動対外式除細動器」という。

心停止状態の患者に、この装置を使用すると、機械が自動的に、除細動が必要な不整脈であるかどうかを素早く判断。必

要であれば除細動を行い、無秩序に興奮している心筋をリセットし、本来の統制の取れた心筋の動きを取り戻すことがで

きる。 

倒れてから 3 分以内に救命措置を取れば 4 人に 3 人は助かると言われている。心停止後の組成率は 1 分ごとに 7～

10%づつ下がるとされ救急車が到着した時にはすでに・・・という事態も起こりかねない 

 AED の操作は簡単だ。パッドと呼ばれるシール状の電極を指示されている通りに患者の右肩と左脇腹に貼付け、電源

を入れると、ディスプレーや音声等で操作方法をわかりやすく説明してくれる。除細動が不要なケースでは、処置を

行わないので、安全性も確立されている。 
 心臓にリスクのある人や、その家族が講習を受けて個人的に購入したり、レンタルするケースもあるという。ただし 8

歳未満の子供には医療従事者しか使用できない。 

 大阪東 YMCA にも備えてあります。覚えておいて救命率を高めるようにしたいと思います。 

 

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!! 
“３０周年まで 10 月例会日から数えて 23 日” 

回 月   日 内          容 講    師 

3 １０月 14 日(金) 
介護保険制度ってなぁに? 

～施設サービス中心に・介護保険改正後～ 

サンホーム施設長 

尾北 昇 

4 11 月 11 日(金) 
介護保険制度ってなぁに? 

～在宅サービス中心に～ 

サンホーム在宅支援事業部 

主任 大塚 由美 

5 12 月 17 日(土) 
どんな施設に入りたい? 

～高齢者施設の選び方・座学編～① 

ケアプランセンターサンホーム 

介護支援専門員 秋山 健二 
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連載ＮＯ １３ 

「私の独り言」  
               箕浦 陽子 

持たない生活を楽しむ   
 

マンション暮らしをしていると、限られた空間に物が

ぐちゃぐちゃに溢れて窒息しそうになります。心地よい空

間を創ろうとここ数年、季節の変わり目に家中を見回して

暮らしを振り返るようにしています。何を整理し整頓する

か、家族の動きも頭に描きながら決めていきます。例えば、

長男が独立しその分物が減りましたが、年に数回帰阪する

一家のための寝具が増えました。食器類も料理好きが講じ

てたくさんの数になっています。夫婦の日常の器と、家族

が一度に集まったときに重宝する取り皿や小鉢などは残

して、後はお嫁さんや友人に気に入った器を使ってもらっ

ています。かわりにベビー食器が入りました。衣類も整理

すると、不要な家具が処分できて部屋がすこし広くなりま

した。共用の物は探さなくてもすむように（夫が）、場所

を決めるとすっきりとしました。本は高くて買えなくなっ

たので、公共図書館や地域の大学図書館を利用するように

しています。こうして物に固執しないで、暮らしの変化に

応じて取捨選択することで、ふしぎと心地よい空間が確保

できました。そこで自分の時間を持つ、楽しみを持つよう

に暮らしていきたいと心がけています。 

 

 

 

 

 

 

「阪和部合同メネットの集い」ご案内 

四季折々に豊かな表情をたたえる自然が、訪れる人々の心

を癒す広大な庭園の『太閤園』で、「阪和部合同メネット

の集い」を下記の通り開催いたします。皆様お誘い合わせ

の上、多数ご参加下さいます様、ご案内申し上げます。 

 

記 
 

日  時  ２００５年１１月２６日（土） 

      １1：30～14：30 

登録開始 11：00 より 

場  所 『太閤園』 レストラン「カメリア」 

      大阪市都島区網島町 9-10 

      TEL 06-6356-1111 

アクセス： 

ＪＲ東西線大阪城北詰駅（３号出入口）より徒歩１分  
地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅（２番出口）より徒歩５分 
会  費 ５,０００円（当日各クラブでまとめて下さい） 

ゲ ス ト  山口 肇氏  

（大阪サウスチャーターメンバー） 

演  題   ｛大阪のまち、町、おもろい街｝ 

 

申込は１０月３１日（月）までに各クラブでとりまとめて、

惠美奈富紀子主査（大阪サウスクラブ）まで。 
TEL06-6708-8593・FAX 06-6707-3452 

 

河内クラブメネット会のご報告 
大谷美佐子 

参加者  新本、大藪、初田、望月，大谷 
 

 
 

９月 15 日(木) 例会の前に 1 時間ほど時間を頂いて、

メネット会を開催しました。 

３０周年の祝会参加のお土産に使います「根付け」の袋

入れの作業を行いました。とてもかわいい品物ができまし

た。きっと 皆さんに喜んでいただけるでしょう。和田林

メネットはじめ、お手伝いくださった皆様大変ありがとう

ございました。 

３０周年のメネットの服装ですが、黒のブラウスか黒の

T シャツにスカーフ（新年合同例会の折りに使用したも

の）に決まりました。 スカーフをお持ちでない方は大谷

迄ご連絡下さい。 

阪和部合同メネットの集いの参加につきまして１０月

例会に確認したいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。（11／26 土曜日 太閤園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日曜日 
                新本英二 

９月１７日、阪和部会に出席した後、土佐堀で行われた、

「故川谷卓雄さんを偲ぶ会」に出席した。川谷さんは２０

０３年度日本ＹＭＣＡ同盟主事認定に合格した、本当にこ

れからの時代を担うスタッフでした．大阪ＹＭＣＡにとっ

て本当に惜しい方でした。ご遺族の平安をお祈りします。 

錦織一郎総主事は病床の川谷さんを何度もお訪ねして、

激励されておられましたので、涙ぐんでおいででした。 

続いて開催された［２００５年度夏期大阪ＹＭＣＡ国際

交流プログラム報告会」に出席した。 ①聴覚障害青少年

国際キャンプ、②日米親善中学生バスケットボール交流、

③リーダー海外派遣研修、④スリランカ災害地支援「心の

ケアキャンプ」、⑤韓（済州)日（大阪）ＹＭＣＡ青少年交

流演奏会、以上の項目についてそれぞれに出席した担当者

が、パソコン投影で報告した。 

スリランカについては９月例会でゲスト報告があった

通りである。クリスマス献金で捧げられた国際交流プログ

ラムはそれぞれの若者が意識を変革してＹＭＣＡ運動に

連なっていることをご理解ください。 
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HAPPY BIRTH DAY       WEDDING ANNIVERSARY 

  中野 涌子 １９ＸＸ年１０月２２日生      箕浦 泰之＆陽 子夫妻 １０月 １日 

尾北  昇 １９５１年１０月２２日生      笹川 桂子＆治太郎夫妻 １０月 ６日 

      岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日 

                                            和田林繁好＆杉 江夫妻 １０月１２日 

                          横田 憲子＆允 宏夫妻 １０月２７日 

 

 日本区通年強調目標 Public Relations  
友人・知人にワイズの活動を知ってもらおう。        山水 満 広報事業主任（姫路グローバル） 

 西日本区強調月間  BF  

集めた使用済み切手を整理しながら BF の意味を話し合いましょう。BF 代表の報告を聞くチャンスを

設けて他国のワイズについて学びましょう。 

                       オードリ・ギルグ ファンド事業主任 （大阪なかのしま） 
                     

                １１００月月－－１１１１月月のの予予定定 

1100 月月   
１０月 ２日(日)びわこ部部会 

１０月 ７日（金）第２例会 サンホーム 

１０月 ８日（土）奈良クラブ ５５周年 

１０月１０日（祝）中西部部会 

１０月１５日（土）第２回主査会 南 Y 

１０月２０日（木）例会 サンホーム 

１０月２２日（土）ウエルネスウオーキング 

１０月２３日（日）東 Y まつり 

１０月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１０月２９日（土）CS シンポジウム 南 Y 

 
1111 月月   

１１月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

１１月１２日（土）～１３日(日) 

西日本区役員会 ホテル クライトン 

１１月１３日(日)河内クラブ３０周年記念例会 

   特別講演会も同時開催 

１１月１９日（土）阪和部第２回評議会 南 Y 

１１月２３日（祝）チャリティーラン 

１１月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１１月２６日（土）阪和部合同メネット会  

     太閤園 

 

 

 

第 31 期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:横田 憲子 副会長:藤井 敬子・望月 強 書 記:田中 惟介・笹川 桂子 会 計:佐古 至弘・増石 広之 

メネット会長:大谷美佐子 直前会長:初田 稔 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/ 

10 月ゲストスピーカー 
“みんな みんな つながって”  

児童作家 今関信子氏 

Wind�From�Kawachi 
 

季節は秋。仲秋の名月も愛でる閑もなく秋は過ぎて

いく。しかし、虫の音に心を和ませ侘びしい郷愁の気

持に浸る。企業戦士として活動していた頃とは格段の

相違である。この歳になって少しは周りを見渡せる心

の余裕が出てきた感がある。    （M・H） 

 

 


