
 

        ２００５年１１月報    Vol ３６２ 
 

 
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】 テモテへの第１の手紙 ６章７～８節 

わたしたちは、何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持って行くことができま

せん。食べる物と着る物があれば、わたしたちはそれで足ることを知るべきです。 
                  ― ３０周年事業の評価にあたって ― 

 

 「輪のひろがり わたしからあなたへ」 
        

橋崎 恵子 西日本区ＥＭＣ事業主任(姫路グローバルクラブ) 

  

大阪河内クラブの皆様 平素はワイズダム発展のため

御指導、ご尽力をいただき有難うございます。 今年度

ＥＭＣ事業主任をさせていただいています橋崎恵子です。

どうぞ よろしくお願いいたします。 

ワイズの輪のひろがりは わたしが出発点！ワイズに

はいってよかったという私の思いを隣の人に伝えること

から始まると考え、主題としました。 

「私は今なぜワイズに入っているのか？」「ワイズを楽し

んでいるだろうか？」「入ってよかったと思っているだろうか？」「良かったと

思う理由は 何だろう？」 「私にとって ワイズはどんな存在だろう？」と 

今一度立ち止まってじっくり考えて見ましょう。 

さて、今年度 他クラブを訪問した時に、会長さんにサインをいただく名刺

サイズのかわいい訪問カードを作成しました。 

他クラブを訪問することによって 何が変わるか、どうなるのか？  

昨年他クラブを何回も訪問され、他クラブ訪問賞を受賞された方々のお話を

聞くと、ワイズの仲間が増え ワイズ活動が楽しくなった。ワイズの今まで知

らなかった魅力がわかったと述べておられます。ワイズをもっと楽しみ、もっ

と好きになり、ワイズに入ってよかったという思いがもっと強くなるために 

訪問カードのサインを集める楽しみを持って、ぜひ他クラブを訪問して下さい。

そして、あなたの熱い思いを隣の人に伝えて下さい。 

 

 

 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２１名 ゲスト＆ビジター        ８名 10 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 ６名 現金 0 円 10 月分 10 月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ２９名 累計  16,500 円 0 円 23,298 円

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １４名 切手 ０pt 累    計 累    計 
1 0 月 の 出 席 率 ８５.7％ 10 月の全出席者 ３６名 累計 ０pt ０円 54,988 円

 
 

 

11 月例会プログラム 
１１月１３日(日)大阪国際交流センター 

 
  司会 正野&伊藤メネット 

 

開会点鐘         横田 会長 

ワイズソング       一   同 

開会挨拶         横田 会長 

挨拶      佐野文彦西日本区理事 

惠美奈博光阪和部長 

錦織一郎大阪 YMCA 総主事 

済州クラブ会長 

チャーターメンバー紹介  横田 会長 

メモリアルアワー     横田 会長 

記念品の贈呈       横田 会長 

 

食前感謝        松岡虔一牧師 

乾杯    金 智重サウスクラブ会長 

食事           一   同 

 

演奏   口笛    もくまさあき氏 

オカリナ    小林理子氏 

ヴァイオリン  松永真澄氏 

 

謝辞         田中実行委員長 

ＹＭＣＡの歌       一   同 

閉会挨拶・点鐘      横田 会長 
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  １０月例会報告   --サンホーム 6 階 －      
２００5 年１０月２０日（木）18:30～21:00                         記録 岩坂正雄  

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・丸尾・横田・初田・田中・尾北・藤井・宮本・ 

新本・伊藤・山内・望月・岩坂・正野 

メネット 初田・望月・伊藤・大谷・新本・和田林 

ゲスト＆ビジター 

今関信子(ゲストスピーカー) 

惠美奈博光・惠美奈冨紀子(大阪サウス) 

今井利子(大阪なかのしま)  林佑幸(奈良) 三木求(和歌山) 

松岡佑将・小滝雅(リーダー) 

以上  ２９名 
 

秋深し、爽やかな季節にふさわしく、大

谷ワイズのさわやかな司会による１０月

例会。 

 

横田会長 目前に迫った３０周年事業の

成功へもう一歩の努力を。 

惠 美 奈 部 長 

９月 19 日の

部会への参加

に感謝。１０

月 29 日 の

CS シンポジ

ゥムへの参加

協力を。１１

月 13 日の３

０周年への期待。 

惠美奈メネット主査 １１月 26 日の合同メネット会(太

閤園)にはメンも参加を。 

三木ファンド主査 BF 強調月間です。

別紙資料を参照下さい。海外訪問の BF

代表を募集中。 

林奈良クラブ 55 周年記念例会ご出

席の感謝。１１月 6 日の「ストップ ザ 

エイズ 講演会」に多数のご出席を。 

 

各事業委員長より 
丸尾 １０月 23 日東 Y まつり、１１月２３日チャリテ

ィーランに積極参加と協力を。 

山内 ロビー展について近く実施要領を提示予定。 

望月 芳澤 CS 主査が心血を注いで企画しているシンポ

シポジゥムを成功させることは私たちの責任。一人でも多

くの参加を。 

田中 ３０周年講演会のチケット配布販売状況のチェッ

クとプッシュをして欲しい。 

岩坂 済州クラブからの参加者は現在 17 名。名簿が届き

ました。 

宮本 関西いのちの電話 バザーのロッタリー券購入の

依頼とジャガイモがまだ５6 箱残っているので協力を。 

 ゲストスピーチ 

「みんな みんな つながって」(要旨) 

児童作家  今関信子 氏 

 

昨年、京都での或る人たちとの出会いがきっかけでイス

ラエルを訪問した。テロ騒ぎの絶えない不安な状況の地で

ある。第 2 次大戦後ずっと引きずっているパレスチナ問

題の中で多くの人命が失われてきた。１５年前、テルアビ

ブの自爆テロに巻き込まれて亡くなった、15 歳の少女バ

ットヘンちゃんもその一人である。彼女の死後、両親が机

の引き出しから発見した彼女の詩の断片の中に、9 歳のと

きに書いた「神様へのお願い」という詩に胸を打たれた。

「わたしの国に無いものがただひとつ、平和がありません。

神様どうか平和を与えて下さい」。 

 その後、両親が比叡山の宗教者平和会議に招かれたとき、

この詩を朗読発表された。ご夫妻はバットヘンちゃんの願

いを叶えるために平和運動につくされている。 

 エルサレムは平和のシンボルになり得る地。城壁で囲ま

れた町は、アルメニア人、ユダヤ人、パレスチナ人、キリ

スト教徒と 4 つの区域が共存している。「寛容であれ」と

いうのがこの地で生きる者のキーワードである。自分の立

場だけでなく、周囲から響いてくる声を感じ取り、それに

一生懸命関わっていくことによって、目に見えない何かの

力が働いて、対立抗争から解き放たれるのだと信じる。 

 滋賀県の養護施設湘南学園での体験。子供たちが熱望し

た焼肉パーティーで、自分の大事な肉を可愛いがっている

野良犬に食べさせてやる子供、そして増え続ける子犬の処

置で、保険所と子供たちの板挟みになる園長の苦衷。これ

を報じた京都新聞の記事から私の「子犬の裁判はじめま

す」は書かれた。 

 またこの学園が支援している「びわこ学園」における重

度障害児の問題から「生きるということ、いのちとは」を

考え、「部分は全体を支え、全体は部分から成り立ってい

る」ことを学ぶ。ひとつの部分を一生懸命大切にすること

が、全体を守る力を生み出すのだ、という聖書の言葉(コ

リントⅠ－12 章)を想う。びわ湖の周囲を人の輪でつな

げば 250km の長さになる。一人が 1m 分 1000 円づつ

拠出しあってびわ湖学園を支援しようという運動から「み

んな みんな つながって」という本日のタイトルが生ま

れました。(文責 記録者) 

 

この後、全国リーダー研修会に派遣された、小滝雅リーダ

ーから感謝と報告がなされ閉会となった。閉会後、田中委

員長を中心に３０周年事業の準備状況の確認と打合せが

行われた。 
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にこにこ語録 １０月例会 
テープ起稿 初田稔 

(敬称略) 

三木(和歌山) ファンド行脚と銘打って各ク

ラブを廻っています。ファンド事業もよろし

くお願いします。 

横田会長 時間がありませんの

でこれで失礼します。 

今関 今日はお招き下さいまし

て有り難うございます。また、よ

ろしくお願いいたします。 

惠美奈部長 今関先生有り難

うございました。とても良いお話

でした。 

惠美奈メネット主査 今関先

生有り難うございました。１１月 26 日の「メ

ネットの集い」お待ちしております。 

今井(なかのしま) 先生のお話

はめったにお聴き出来ないのに、

有り難うございました。 

岩坂 今関先生へのお礼と結婚

祝いのお礼です。 

伊藤 先生のお話を聞いて子供

時代を思い出しました。不幸やっ

たと思っていましたが、本当は幸せだったと

思いました。(爆笑) 

山内 こころに滲みるお話を有

り難うございました。じつくりとかみ締めた

いと思います。 

新本メ 言葉のご馳走を一杯頂

いて本当に有り難うございまし

た。 

伊藤メ すごくお元気でマイク

も無しでお話をされ、素晴らしいバイタリテ

ィーのあるお声とお話で感激しました。一生

忘れないと思います。(拍手) 

宮本 子供たちのお話を聞いて、ウエルネス

に係わるものとして今日のお話をかみ締めて

子供たちに接して行きたいと思います。 

小滝リーダー 心に残るお話

をありがとうございました。 

松岡リーダー 先月に続き今

月もお邪魔させて頂きまして

有り難うございます。美味しい

お食事と素晴らしいお話で本当に良かった

です。また寄せていただきますのでよろし

くお願いします。 

増石 今関先生のお話のルーツは非常に

素晴らしいと思いました。ここ一ヶ月の間

に銀行からキャッシュカード忘れの電話

が２回、素直に走っているのに警官に違反

金を取られたのが１回、その他沢山。段々

とドンクサクなっています(爆笑) 

佐古 良いお話を有り難うございました。や

はり YMCA は子供たちを育てるのが使命と

感じました。嫌な事件が多く発生しています、

これからの日本を背負う子供たちを育てる事

が大切だと思います。 

尾北 今日は良いお話を有り難うございまし

た。この施設には高齢者で最高が 102 歳の方

が居られます。色々とお話を聞かせて頂きますが、聞かせ

て頂く事で元気を貰って仕事や活動に励むことが出来ま

す。 

丸尾 先生のお話をこの歳に成ってから聞

かせていただいたのは非常にもったいなかっ

たと思います。もつと若い時に今日のお話の

心情に触れておれば違った人生観があったか

も知れせん。孫達が家に持ち込むガラクタ(大

人にはそう見える)も彼らの宝物なんですね。 

新本 力のこもった心に残るお話を有り難

うございました。今朝の毎日新聞の朝刊で広

島県の間も無く廃線になる JR のある駅で、

ノラ猫が増えて困ったので保険所を頼んで大

掃除をしました。ところがこの話を聞いた

人々が捕らえらた猫が欲しいと訪れて、全てのネコが貰わ

れていったようです。本日の犬のお話とよく似た話でした。 

正野 以前に見たテレビの場面とオーバー

ラップして、もともと涙腺が弱いのでお話

を聞いておりました。河内クラブでの 40

歳代も二人居たのが一人は上に上がりまし

て(爆笑)私ひとりになりました。 

望月 歳をとると寛容という考え方がドン

ドンと狭くなっています。今日は寛容という

意味を良くかみ締めてこれからは精神を磨き

たいと思っています。(覚えておこう (爆笑) 

藤井 いつも何も考えず平和であたりまえ

の生活をしておりますので、今日のお話で考

えるところがあります。帰って体格の大きな

食欲の旺盛な娘に聞かせてやりたいと思っ

ています。 

田中 我が家では、近頃季節外れの番町皿屋

敷がはやっています。(笑い) 毎晩何処から

か 100 枚、200 枚、300 枚、400 枚、500

枚は未だ無いかと(爆笑)考えています。また、

次の晩も 100 枚、200 枚、300 枚～と夜

中の 3 時頃には私は起きております。 

林(奈良) 奈良に来て頂いた時は今年の 4

月の例会でしたですね。今関先生のお父さん

が寝たきりでしたが、お孫さんのパワーで元

気になられたお話でした。今日は違う面から

のお話で良かったです。 

大谷メ 今日はありがとうございました。 

望月メ 先生、今日はいいお

話を有り難うございました。 

初田メ 湘南学園に行かれた

時は何回も嫌だなと思って行かれたとお聞

きしましたが、この河内クラブ

に起こしになる時は嫌だなと思いませんで

したか(爆笑) 

とにかくお元気なのにはびっくりいたしま

した。 

初田 くどくどは申しませんが、(言うとる

やないか(爆笑)ブリテンの原稿は期日までには必ず提出

してください。特に今月はよろしくお願いします。１１月

報を印刷、郵送するのには時間がありません、１１月 4

日にはブリテンの発送となりますのでご協力をお願いし

ます。 

 

本日のにこにこは 23298 円でした。ご協力に感謝いた

します。 
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ウエルネスウオーク 紀泉わいわい村 
記録 増石広之 

10 月 22 日にわいわい村にてサザンスカイクラブのホ

ストでウエルネスウオークが開かれました。心配したお天

気も、崩れずに、梵天山への登山組と、ロッジでの竹細工

組に分かれて、それぞれ楽しみました。 

昼食はかやくご飯と、豚汁

これが美味しい。 

午後は宝捜しラリー。皆が

懸命に遊ぶことが出来ました。

私は個人的に梵天山の高さと

見晴らしが気に入って、無線

機をもって行って運用したく

なりました。 

出席者 初田 2 名、田中、芳澤、横田、増石、部分参加

望月 3 名＋α．全員 65

名の賑やかさでした。 

 

 

 
 

 

ＣＳ（地域奉仕）シンポジウムを終えて 
CS 主査 芳澤伸之 

 
 

１０月２９日（土）大阪南ＹＭＣＡにて阪和部として

は初めての地域奉仕・公開講演会を開催することができた。

東京からＮＰＯ・ＨＡＮＤＳの理事 藤崎 智子氏をお招

きし「ＨＩＶ/ＡＩＤＳの現状と課題 アジアの視点から」

と題しての公開プログラムである。この三ヶ月間クラブ訪

問など多くの方々に参加依頼に奔走し、ようやく今日とい

う日を迎えることができた。参加総数６３名（ワイズ４６

名・一般１７名）に感謝、感動である。藤崎氏のお話しは

歯切れよく、また大変わかり易く聞く人たちの耳をひきつ

けた。 

昨年のメネット会か

らスタートしたエイズ

の啓発運動。今年度から

は国際統一事業として

エイズ問題に取り組む

初年度に当たる。このシンポジウムはこれから我々が取り

組んでいく事業のワンステップに過ぎないかも知れませ

ん。しかし今回の藤崎氏のお話しに改めて自分で何が、ま

たクラブで何ができるのか、前向きに対処しなければなら

ないのではないでしょうか。出来ることならばワイズで社

会へのキャンペーンを発信できないか、時間をかけてでも

歩めないかと思います。 

「このレッドリボンのピンバッジを眠らさないで今日

一日胸に着けて下さい。このレッドリボンはエイズ患者へ

の差別をなくす。このレッドリボンはエイズ患者への理解

を示すシンボルだからです。街なかで、色んな場所でＨＩ

Ｖ・エイズ発症者が見るかもしれません。それらの人に連

なる家族・友人・医療関係者の人が見るかもしれません。

医者でもない私達が声高にエイズ撲滅を１００回言うよ

り１回の無言のエールと理解のメッセージを伝えること

が大切なのではないでしょうか。」 

 

 
 

追記 

今回参加いただいた方の中に国際保険協力分野では世界

最 大 の Ｎ Ｐ Ｏ で あ る Ｍ anagement Sciences for 

Health の職員クリスティーヌさん（ＵＳＡ）とお話しす

る機会があった。彼女のお話しの中で、「ストップ・エイ

ズをエイズ発症者が聞いたらどう思われるのでしょうか。

エイズ患者をストップ・受け入れないという意味にとられ

ないでしょうか。」万国共通の言葉であると思っていた。 

無言のまま「考えて行きます。」としか返事できなかった。 
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 第 31 期第 5 回役員会  
２００５年 10 月 27 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  PR  Wellness 

出席者 横田・望月・初田・芳澤・丸尾・宮本・田中・藤井・

増石・岩坂・正野・佐古・新本・尾北  

11 月例会 特別例会１１月１３日（日）・ 

大阪国際交流センター 

公開講演会と３０周年記念祝会 

 

例会役割分担 
 司会 正野君・伊藤さん 会計  望月君・藤井君  

 食事手配  正野君  食膳感謝  松岡敬虔一牧師 

 配布物  田中君・   記念品 初田・笹川君    

 ワイズグッズ     君     IBC          君 

１２月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく   笹川桂子君 

役員会報告      笹川桂子君 

例会報告 増石君&新本君   

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) 望月治子さん 

巻頭言  正野忠之君 

 

審議事項・連絡事項 
 

★ 報告事項 

  “東Ｙ祭り” 報告          丸尾君 
17 名のご協力に感謝。イカ焼きもポン菓子も好評であった 

   ジャガイモ・カボチャ販売報告    宮本君 
お陰さまで全て完売しました。収支報告は後日に 

 

★ 審議事項 

１，地域奉仕シンポジューム準備状況  芳澤君 
最後の詰めにかかっています。これが済むまで落ち着きま

せん。更なるご協力を 

２、３０周年記念例会 

    講演会             初田君 
当日の看板や舞台関係、人員配置、当日配布のパンフ、道

案内、その他準備確認しています。 

     祝会              正野君 
プログラムや流れについて司会者で打合せをしました。もう

一度詳しく調整します。 

     参加者概数         田中委員長 
講演会には 600 名以上、祝会には 170 名位の現在の状況

です。 

  ３，クリスマス例会準備状況      笹川君 

      予算 

      食事        担当者欠席で審議出来ず 

      プログラム 

  ４、ロビー展準備           山内君 
準備不足で展示物の確保を憂慮している。もう一度各クラ

ブへアピールをしたい 

５，パキスタン地震災害募金への呼びかけ 地域奉仕事業

主任よりのお願いに対してどうするか 
クラブ会計より 10000 円を贈る 

 

  ６，居酒屋“ なごみ“ １１月の参加者は 
当日は合同メネット会が開催されるが時間的に参加が可能

なので再度依頼する。 

奈良クラブ 55 周年記念例会 
 

奈良商工会議所 平成１７年 10 月 8 日午後２時～午後 4 時 
記録 初田 稔 

 

奈良クラブの 55 周年例会が

DBC の御殿場クラブや中西部の

各クラブ及び阪和部のクラブなど

８０余名の参加者で開催されまし

た。 

林 奈良 YMCA 理事長のご挨

拶に始まり、惠美奈阪和部長のご

挨拶がありました。親睦会はコーヒーとケーキで和やかに

和気藹々と楽しい語らいで、本当の親睦を果たしました。 

メインスピーチは森乃福郎師匠の楽しいお話をお聞き

しました。流石に噺家はお話が上

手くて、90 分は瞬時に過ぎ去り

心地よい余韻を残して例会は終

了しました。 

奈良 YMCA への支援は 55 周

年にかけて55万円の金額が奈良

YMCA に贈呈されました。 

55 周年にもなりますとチャー

ターメンバーが一人も居なくなり、寂しいことですが、お

二人のメネットさんが健在で、濱田会長から表彰されまし

た。いつまでもお元気でご活躍ください。 

 

 
 

 

大阪千里クラブ例会訪問報告 
田中 惟介 

 １０月１２日（水）周年記念アピールのために増石ワ

イズと共に千里阪急ホテルでの例会に列席した。落ち着

いた雰囲気の中、ゲストスピーカーを迎えての例会は 

阪和部では決して体験できないものであった。増石がロ

ビー展の、私は周年記念のアピールをし、石川会長の暖

かいもてなしに感謝しつつ帰途に着いた。 

 

 

大阪堺クラブ例会訪問報告 
田中 惟介 

 １０月１３日（木）心斎橋の大丸近く、「ヴェトナム フ

ロッグ」を会場に堺クラブの例会があった。 

望月ワイズと２人で訪問。これからの堺クラブは要注目。

１０年、２０年先を見つめ、４０歳以上の会員は求めない

と言う。この方針が５年続けばとても素晴らしいクラブに

なることは間違いない。 

北山・渡辺両ワイズの健闘に盛大な拍手を贈ろう。 

初体験のヴェトナム料理はとてもおいしかった。名前か

ら予感していたカエル料理も抵抗無く頂いた。 

少人数ながら気配りの届いた例会運営は、見習うべきもの

を多く頂いたと感じる。 
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より心豊かに生きるために 
今・「命を考える」 

 
我がクラブ３０周年記念講演のテーマに揚げられて

います。奇しくも９月に私はこの「いのちと出会う会」

でスピーチをするご縁を頂きました。今月は発起人であ

り代表者の石黒様をお迎え致しました。 

                  (マスター) 

第 9 回中西部会 
 

２００５年 10 月 10 日(祝)  大阪国際会議場 10 階 

記録 増石広之 

 

１０月１０日に中西

部会が大阪国際会議場

にて開かれました。大阪

クラブのホストで１６

５名の参加があり、直前

理事長、現理事、次期理

事もお元気で出席され

ていました。来賓１５名の華やかな部会でした。 

第２部は「２１世

紀 に 生 き 残 れ る

か!YMCA とワイズ」

という題のパネルデ

ィスカッションで、

４名のパネラーによ

る突っ込んだ意見の発表がなされて、生き残れる様に動い

ていかなければいけないという事でした。 

第３部は食事を挟ん

で、ギター演奏、各紹介、

アピールタイムが有り

河内クラブは３０周年

のアピールを行ないま

した。客席から見ていて、

話にしてもアピールに

しても時間の長すぎる

のはもっと纏めるべき

だと思いました。 

  

 （出席者・初田・田中・増石） 

 

 

 

 

 

和歌山クラブ訪問 
芳澤伸之 

１０月２０日（木）和歌山クラブ例会へ行って参りまし

た。 

 今回の卓話は、和歌山県健康対策課の畠中美文さまをお

招きしての「ＨＩＶ/ＡＩＤＳを正しく知ろう」のタイト

ルで多くの知識を得とくしてきました。 

 東正美会長の心温まる開会点鐘に始まりゲストの多さ

に「さすが和歌山クラブのパワー」を感じ取りました。 

 リーダー・介護福祉士科学生・日本語学科留学生・ＹＭ

ＣＡスタッフと多彩な顔ぶれ。パワーポイントを駆使した

軽妙なお話し振りに皆さん一様に首を縦にふりふりエイ

ズ問題への関心度の深さを感じました。 

今期ＣＳ主査としての役務で通りなれた阪和道。帰りは

ハンドルを握る手にも力が入り、２９日のＣＳシンポジウ

ム成功を心に誓い帰路に着きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
いま満ち足りた時代だけれど、 

なぜだろう。悲しみがみえにくい。 

生きる力がわきあがらない。 

いつか来る「人生の店じまい」を見据え、 

生きること、老いること、病すること、 

そして死についてじっくり仲間と語り合いたい。 

そんな集いが「いのちと出会う会」です 

 

      いのちと出会う会発起人 石黒大圓 
 

 妻子の病死という私にとっては人生最大の苦と思える

経験に直面しました。「２人の人生は何だったのか」。私が

この紆余曲折の苦悩を乗り越えるには様々な人たちとの

出会いから救いの恵みをいただき、また縁ある方からの後

押しもいただいて、下寺町の應典院でこの会を立ち上げも

う５年に成りました。 

これは「生老病死に関わるいのち」について考える会で

す。今まで話題提供者５３名の不屈の精神で苦難を乗り越

えてこられた方々、愛別離苦の悲しみを語られた方々、生

死に携わられる方々の多くの「いのちの姿」に出会いまし

た。集う人々から互いに生きる勇気をいただきながら涙と

笑いで奏でられた「いのち」の交響曲を聴いてまいりまし

た。 

今、この日本国民として生まれ恵まれた生活をさせても

らっているのは、これまで築きあげてきた日本の祖先のお

陰と思うと「日本のいのち」へも関心がわいてきて、自然

の恵みの中で生かせていることから「自然のいのち」にも

感謝する姿勢になりました。 

私達が生かされている陰には多くの「いのち」があり、

私たち一人々々の「いのち」を超える「大いなるいのち」

への目覚めも強く持ったのです。 

妻が亡くなる５日前の日記に震える手で「元気になった

ら、お世話になった方々に恩返しをしていくんだ！」とあ

りました。この活動は私の亡き妻と次男との三人四脚の歩

みです。 

 

改めまして、 

この度はクラブ３０周年おめでとうございます。益々の

ご活動ご発展を心よりお祈り申し上げます。 
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秋来たり！「東ＹＭＣＡ祭り」短信 
         Ｙサ・ユース委員  丸尾欽造 

 

 東ＹＭＣＡ祭りは、１０月２３日（日）地域自治

会・五百石公園で開催されました。前夜からの秋雨

も明け方には晴天への兆しを見せ、野外で秋の一日

を地域の人たちやサンホームに入居されている人た

ち、ウエルネスメンバーの方々など多世代交流の中

で共に楽しむことができました。 

 模擬店の屋台から漂う美味しそうな食べ物の香り

に誘われる人、テント群に囲まれた公園の真ん中で

ソーラン踊りや目覚まし体操に興じる人、体験コー

ナーではリーダーと子ども達のクラフト交流やペタ

ンクをする人、バザーコーナでは日用品を中心とし

たグッズを手にする人たちなど、およそ３５０人ほ

どの方が訪れてくださいました。事前の準備と早朝

からの設営作業もスムースに整えられたお陰でそれ

ぞれのプログラムは実り多い成果を得ることができ

ました。 

 河内ワイズメンズクラブは、イカ焼きとポン菓子

の屋台を出店し、およそ２７、０００円の売上を達

成することができました。いずれも今年初めて取り

組んだ新規事業？で、イカ焼きは前日にテスト焼き

する熱の入れようであり、ポン菓子は森本榮三氏（高

槻クラブ）が自ら機械を持ち込んでいただき友情出

演して下さいました。ポン菓子に集まってくる子ど

もたちが、破裂する瞬間、耳をふさぎながらかわい

らしい歓声をあげていた光景はとても印象的でした。 

 少し冷え込むそんな天候でしたが、現場で奉仕の

輪の中に加わっていただいたワイズメン諸兄姉にあ

りがとうのエールを送ります。 
奉仕者： 

横田憲子、尾北昇、佐古至弘、笹川桂子、初田稔、藤井敬子、

新本英二、丸尾欽造、箕浦泰之、宮本修司、望月強、 

▼メネット・伊藤玲子、大谷美佐子、新本力子、初田真佐子、

望月治子＆ 横田允宏、以上１７名。  
  

 

   前日の準備 

 

 

        当日の会場 

 

 
場内の案内 

 

 
ぽん菓子の 

仕上げに必死 

のメンバー 

 

ぽん菓子の機械と自ら奉仕の森本次期理事 

ワーと大歓声の中ぽん菓子の出来上がり 

ソーラン踊りを楽しむ子供たち 

河内ワイズここに在り イカ焼きとポテトの販売 
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1. イキイキ健康生活セミナー 
第 4 回以降の予定は、下記の通りです。是非ご参加ください。 

 

ＹＭＣＡ秋冬プログラム予告 

 
・ 11 月 20 日(日)レインボウクラブ 

・ 11 月 23 日(祝)チャリティラン 

・ 11 月 27 日(日)特養・デイ外出行事（海遊館） 

・ 12 月 3･4･11 日クリスマス献金街頭募金 

・ 12 月 18 日(日)特養クリスマス 

 

世界ＹＭＣＡ・YWCA 合同祈祷週間（11 月 13 日～19 日） 
 

世界の YMCA･ＹＷCAが合同で祈祷週間を持っています。大阪 YMCAでは毎年大阪 YMCA、大阪 YWCA、

在日韓国 YMCA の３YMCA が合同で集会を開催しております。今年は大阪 YMCA で下記の日時に合同祈

祷週会がもたれます。ご参加をお待ちしております。 

テーマ：「あなたは神にとって大切な人」 
日 時：２００５年 11 月 14 日(月)１８：３０～２０：３０ 

場 所：大阪 YMCA 会館 １０階チャペル 

 

     

 

「河内ワイズ３０周年！」 
 

１１月になりました。河内ワイズの誕生日？まで秒読み段

階です。「河内ワイズメンズクラブ３０歳、おめでとうございます！」 改めて、３０年の歴史の重みと、人

の繋がりに敬意を表します。また、この場で同じワイズの一員として３０年を迎えられることを光栄に思い

ます。これからも、ＹＭＣＡとワイズの関係は永遠に続くことを期待しています。よろしくお願いいたしま

す。 

と、堅苦しい文章はこれぐらいにして、「河内ワイズ」という大阪を象徴するようなワイズ名に戸惑いを感

じながらも、早４年。洒落たおじさんに喝を入れられながら、その熱い情熱に驚きも隠せず、ただただ走っ

てきたように思いますが、ホントＹＭＣＡは楽しいですね。そのＹＭＣＡをバックアップしてくれるワイズ

メンは若い！いつまでたってもヤングメン！ワイズメン！ 口も出すけど、金も出す！頼り甲斐のある河内

ワイズメン！感謝しております。河内の男気をこれからも受け継がれていくでしょう。 

まったくＹＭＣＡのニュースではありませんが、最後に一言！「河内ワイズは永遠に不滅です！」なかな

か口に出すには恥ずかしい言葉で締めさせていただきました。 

                            東ＹＭＣＡ 宮本 修司 

 

 

 

 

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!! 

回 月   日 内          容 講    師 

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 

6 1 月 22 日(日) 
どんな施設に入りたい? 

～高齢者施設の選び方・:見学編～① 
特別養護ホーム向日葵 
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連載ＮＯ １４  

「私の独り言」  
               正野忠之 

この仕事に出会えた幸せ 
 

インテリア業界にいた私が、ある人との再会をご

縁に今の仕事に飛び込もうとしたのは、ちょうど

10 年前の出来事です。転職には勇気がいりました

し、決して楽ではありませんが、この仕事に出会え

たことを幸せに感じながら日々の生活を送っていま

す。なぜ幸せなの？と尋ねられると私はこう答えま

す。「ご縁の広がる仕事だから。」 

考えてみればワイズとのご縁もこの仕事に出会えた

から。リーダーとしてＯＢとして YMCA に関わっ

ていましたが、ワイズは遠い、いや縁のない世界だ

と思っていました。 

その私がワイズに関わり、様々な人たちとつながり、

世界を広げて行く・・・仕事との兼ね合いで挫折し

たり、なかなか思うように活動ができていませんが、

ＹＭＣＡとのご縁を大切にしていくことだけは欠か

さないでいようと決めています。 

今は 30 周年記念行事で与えられた役割を無事に

終えること。祝会の司会を自ら引き受けました。そ

んな自分に驚いていますが、これもご縁です。この

仕事に出会えたことを感謝、感謝。 
 

 

 

「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 

 

永井康雅直前部長(紀の川クラブ) 

エルマークロー賞受賞記念祝会 
記録 初田 稔 

 

１０月 23 日

(日)。東 YMCA

祭が済んでから、

和歌山 YMCA で

開催される直前

部長のエルマー

クロー賞受賞記

念パーティーに

出席しました。 

 直前理事を始めとして当時の西日本区の役員さん

や同期の会長さん達 70 名程が一堂に会しました。

パーティーは始終和やかな雰囲気で進められ、列席

の皆様からお祝いの言葉がございました。 

美味しいご馳走を腹一杯に頂き、その後で厚かま

しくも 2 次会にまで押しかけました。楽しい語らい

で時間の過ぎるのも忘れ、帰宅したのが午前様でし

た。 

永井様本当におめでとうございます。紀の川クラ

ブの皆様、よくお支えをされました。心からお祝い

を申し上げます。 
 

 
華を添えるフラダンス   望月さんのお祝いスピーチ 

 

 

 

 

Dear Itoh and Mochizuki-san,  
 congratulation for your new web-site. 
 I went through and found it great. 
 Keep on going that way, 
 then Y'SDOM will blossom. 
  
  Ysly Yours 
           Klaus Dietzel IT 

 mailto:Dietzel.Klaus@ysmen.de 
 
このメールは国際の会計担当からです。 

伊藤 圭介 
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HAPPY BIRTH DAY       WEDDING ANNIVERSARY 

  山内たりほ １９ＸＸ年１１月 ８日生      佐古 至弘＆利 子夫妻 １１月 ２日 

初田  稔 １９４０年１１月２２日生      宮本 修司＆由 美夫妻 １１月１９日 

和田林杉江 １９ＸＸ年１１月２９日生      初田  稔＆真佐子夫妻 １１月２３日 

尾北  昇＆松 子夫妻 １１月２３日 

                          望月  強＆治 子夫妻 １１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  Public Relations & Wellness  

みんなで「ワイズの活動を広報しよう」 

                             山水 満 広報事業主任（姫路グローバル） 
                     

                １１１１月月－－１１２２月月のの予予定定 

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１７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

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２６日（土）阪和部合同メネット会  

         太閤園 

 
１１２２月月   

１２月 ２日（金）第２例会 サンホーム 

１２月 ８日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１２月１１日(日)クリスマス例会 

  東 YMCA に集う人々と共に 

１２月２７日（火）ブリテン発送予定 

 

 

 

 

 
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/ 

お知らせ 
“１１月は祝会を例会とします”

通常の例会はありません。 

但し、１１月 17 日は役員会と致します。 

 

３０周年記念例会の総括もしますので出席で

きるメンバーは全員出席してください。 

� �Wind�From�Kawachi 
 

今私は、折れそうで折れない老木の様な義父の９２

年の“いのちの力”の尊厳に向き合っています。 
そしてクラブ３０年の“いのち”を築き見守って来ら

れた元気なチャーターメンバーに敬意を表し、此処 Vol
３６２のブリテン発行に至れる感慨を共に出来る事の

幸せを思います。         （笹） 


