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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】 コリントの信徒への第２の手紙 ４章１８節 

わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるも

のは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。 
― 何に価値を置くべきですか ― 

 

デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  
 山内 信三 

 

2 月の上旬にスペイン旅行を楽しんで来ました。バルセロ

ナ、バレンシア、カンポ、グラナダ、ミハス、セリビア、

コルドバ、マドリッド、セゴビア、トレド、アランフェス、

チンチョンと多くの町を巡る強行軍の日程でした。参加者

は 39 名と多くを数え、その構成は若者から高齢者と年令

巾も広く、一人での参加、夫婦、親子、友人同士とバラィ

ティに富んでいました。旅も終わりに近くマドリッドの三

越でのショッピングの時、少々旅疲れした男性陣はなんとなくロビーに座り、

2～3 日遅れの日本の新聞に目を通していました。特にビックニュースは無

かったですが、「秋篠宮に第三子」との記事があり、同席した数人で女性天

皇についての話が盛り上がりました。万世一系の天皇家はその歴史で 8 人の

女性天皇が存在し、イギリスや帝政ロシアの事例から、将来にわたって女性

天皇が実現する事は、多くの国民に支持されるとの意見が多数でした。しか

し、たまたま月刊誌「文芸春秋」に三笠宮寛仁親王が寄稿された対談記録を

読んでいましたのでこうした一般的な見方に対して反対意見のあることを

思い、思いを巡らしていました。その論点は女系天皇と男系天皇は異なると

云う事です。女性天皇でもその父親の先代をたどると必ず天皇と血のつなが

りがあることが皇位継承資格者と規定することが男系天皇です。神武天皇か

ら百二十五代にわたって継承されて来た日本の伝統ととらえています。該当する継承者がいない場合は養子を迎えて守っ

て行くとの主張です。この論点を聞くと良否、賛否は別として、考え方はなるほどとうなずけます。何事にも反対意見に

耳を傾け、論点を整理することの大切さを感じます。 

 

 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２０名 ゲスト＆ビジター        ３名 ２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 ４名 現金 14,300 円 ２月分 ２月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ２４名 累計  33,800 円 0 円 19,300 円

メ ー ク ア ッ プ ０名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
２ 月 の 出 席 率 ８５.0％ ２月の全出席者 ３３名 累計 ０pt 970 円 97,898 円

 
 

 

３月例会プログラム 
３月１６日(木) 東 YMCA 

 
         司会  正野忠之君 

 

開会点鐘         横田 会長 

ワイズソング       一   同 

聖句朗読         佐古至弘君 

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         佐古至弘君 

食事           一   同 

 ゲストスピーチ      山村吉次氏 

              宍戸喜作氏 

 司馬遼太郎記念館と 

ボランティアについて。 
  

誕生・結婚祝       横田 会長 

 ニコニコアワー     山内&藤井君 

ＹＭＣＡの歌       一   同 

閉会挨拶・点鐘      横田 会長 
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  ２月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年 2 月１６日（木）18:30～20:30                         記録 望月強  

出席者(敬称略) 

メン伊藤・岩坂・尾北・佐古・正野・新本・田中・中野・初田・ 

藤井・増石・丸尾・宮本・望月・山内・横田・芳澤 

 

メネット 望月・伊藤・大谷・中野・ 

ゲスト＆ビジター 今井利子(なかのしま)・鉄谷明・寺岡博也・

(サウス)・ 

                          以上２４名 

 

尾北君の司会で定刻に開催された。 

横田会長の開会点鐘の後はワイズ

ソングと例会は続いて行きます。初

田選挙管理委員長より、本日の出席

者と委任状の確認があって、選挙が成立する旨の報

告があり、初田君は次期の役員に選考されている関

係で、委員長を正野君に委

任すると宣言し、クラブ役

員の選挙が実施された。 

次期役員は選挙管理委員

会の選考通り信任され、次

期の役員が無事選出されま

した。次期 1 年間よろしく

お願いいたします。 

 

 
今月は TOF の月で、本来は絶食するのが決まり

なのですが、丸尾君の働きで皆様の体調を勘案して

食事は簡単に、しかも吟味して美味しいものを頂き

ました。感謝します。 

今月は EMC に

ついての討論をと

考 え て い た 望 月

EMC 委員長の発

案で、クラブ改革に

ついて色々な意見

を聞きたいと委員

長が口火を切りま

した。 

望月ＥＭＣ委員長 
ＥＭＣ委員長を引き受けてより、早くも半年が過

ぎ期の後半に入っています。成果も上がらないまま

時間が経過しています。今日は選挙の後の時間を頂

き、皆様と共にＥＭＣ、特に会員増強に力を注がな

ければならないことについて討論をしたいと思いま

す。先月の例会は京都グローバルクラブ澤田賢司さ

んをゲストに迎え会員増強についての講演を頂きま

した。そして今、クラブ全員の増強に対する意識が

高まっています。 

 今までは、河内クラブに合わせて人を探し勧誘し

てきました。しかしこれからは入会していただける

人達に合わせクラブを変えて行く必要があるように

思われます。大きく変えようと思えば、クラブ会費

を半分にする覚悟でクラブを変革する。クラブの運

営が成り立つか疑問視されるが、クラブ全員でよく

討論し検討して進めたいと思い、この時間をお借り

してご意見をお聞きしました。 

 時間的に５～６人のご意見をお聞きするだけとな

りましたが、皆さんのご意見として、このままでク

ラブを続けようという意見は無く、何とかしなくて

はと言う思いで一杯であることがわかりました。只

会費だけを安くして入会者があるだろうか、と云う

疑問はあります。これから短時間に密度の濃い議論

をしなくてはならないと感じました。 

 

 
 

EMC について 

○ クラブを変えて(改革して)、新しく入会する方々

にベクトルを合わせるのも一つの方法である。 

○ 会費の見直しも視野に入れて改革を考えて行き

たい。 

○ 新入会者も期限付きで(私は何年間は在籍しま

すと)勧誘するのも一考である。本人がこのクラ

ブが気に入ればメンバーとして永く活動してく

れると思われる。 

○ 会費の問題もあるが、例会の開始時刻の検討も

必要ではないか。 

○ ゲストスピーカーの人選も良く検討する必要が

ある。メンバー用と地域の方々用等変えて行う

ことも重要ではないか。 

○ 入会者の獲得の一つの方法として、YMCA に集

う子供たちの父兄をターゲットにすることも大

きなウエイトを占めるのではないか。 

○ ワイズメンズクラブは従来より金のかかるクラ

ブである。会費を安くしても人員が確保出来る

とは思えない。 

○ 相手の立場に立っての工夫が大切である。 

○ 組織に対して維持する労力が大変大きくて、疲

れが残る思いがする。 

○ 年金生活者にとって、会費の安くなるのは大変

嬉しいことであるが、会費を安くしてはクラブ

活動が存続しない可能性がある。 
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次期役員一言コメント 
 

望月強次期会長 

2 回目の会長はしなくても良いよ

うなシステムと言うか、多くの会員を

確保してと思っていたのが私の希望

であり、夢でありました。今回も欠席

している石田君も体調が良ければ私

と代わって会長になれる人材であり

ます。色々な事情がありまして、自分の意思とは違

う方向に向かってしまいましたが、精一杯に努めさ

せて頂きます。今年は EMC の委員長で、毎例会に

EMC の話をしています。次期も EMC に力を注い

で行きたいと思っていますが、まだ何方からも次期

の EMC の委員長になってやろうとの意思表示が出

ておりません。こんな状態の中で EMC をとことん

考えて推進していきたいと思います。会長としては

鉄谷さんに「ブレーンは重量級やな」と言われまし

たが、キャビネットとしては経験の豊富な方たちば

かりなので、安心しています。 

次期はクラブがどんなになるのか心配になる位の

改革を考えています。ご協力をお願いいたします。 

 

丸尾欽造次期副会長 

こちらに戻って来まして数年にな

りますが、以前に転出した時との印象

が違いました。私たちは戸籍上は歳を

とっても精神的には絶対に老けては

いないと言う事を皆で確認し合いな

がら、互いにケアし、手を握って行け

ば 20 名でも世界を動かすことが出来ます。この事

を皆と共有していきたいと思っています。私は一つ

の考えがあって副会長をお引き受けした訳ですが、

ワイズメンズクラブの仕組みといいますと、国際で

もアジアでも西日本区でもそうですが、直前があっ

て現があって次期があるわけです。河内クラブでは

現在のところ次期というのが無いわけです。これで

は半年前に何方が会長に指名されても、自分が一年

間でなし得たいことが出来るはずが無いのです。こ

んな仕組みでは駄目だと思い、もっと有効な効率的

な手段を講じる必要があると考え、クラブ会則をも

っと機能するものに変えていかなければならないと

思います。 

 

岩坂正雄次期書記 

歳はとっておりますが、まだワイ

ズのことは良く判っておりません。

ひたすらに会長、副会長や他の方々

の迷惑にならないように、精一杯頑

張っていくつもりであります。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

初田稔次期書記 

今日は何も喋らまいと思ったんで

すが、何か喋らないといけないですね。

図らずも次期は阪和部の書記もする

ようにと、田中次期阪和部部長より指

名されております。ダブルでの書記の

仕事となりますので、クラブの方の書

記は岩坂先輩にお願いして、私は補佐をさせて頂き

たいと思っています。クラブの書記を軽んじる心算

は毛頭もございませんが、二兎を追うものは・・・・

と申しますので、力を注ぐものは決めておきたいと

考えます。しかし私の性分としましては多分手抜き

は出来ないと思いますので、最終的にはどちらも精

一杯頑張ります。 

 

藤井敬子次期会計 

芳澤さんの足を引っ張らないよう

に会計を務めます。今、佐古さんが

座っている席に座って会計の仕事を

したいと思っています。よろしくお

願いします。 

 

 

芳澤伸之次期会計 

河内クラブを知ること、ワイズメン

ズクラブを知ることはやはり財政を

知ることだと思って気持ち良くお受

けしたいと思います。私自身会計をす

るのも初めてですし、役員をするのも

全く初めてです。前任者の佐古さんや

増石さんの教えを頂いて、藤井さんの

リーダーシップのもと、清く正しく美しく迅速に職

務を全うしたいと思っています。 

私も阪和部の書記も指名されておりますので、ど

ちらにウエイトを置くかは判りませんが、次期望月

体制のもと頑張って行きたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

 

にこにこ語録 
記録 丸尾欽造 

 

田中惟介：次期クラブ役員が決まりおめで

とう。次期阪和部長としてうれしく思いま

す。高齢の方が多いので、健康に注意され

ますようにと思います。サプリメントの使

用には充分ご注意ください。アガリクスは「アガリスク？」

のようでして、、（最近のニュースから） 

増石広之：３０周年を迎え、勤続３０年と

なり「フリーエージェントやぁ」と、言う

てました。以前のように無理もできなくな

り、あと数年しか生きておれない（平均寿

命）ので、好きなことをしたいこともあり

河内クラブをチョットずぼらしますけど、よろしく願いま

す。土・日にワイズの行事と趣味の行事と重なれば趣味を

優先させてもらいます。 
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佐古至弘：会社は現役７５才と言うことで、

今年いっぱいとなります。それ以上は自由出

勤という形で席を置いていただきます。ワイ

ズのためにＹＭＣＡのためにがんばっていき

たいと思っています。 

初田稔：私も今は年金生活となり、会費が安くなることは

賛成でございます。しかし活動に支障がでれば困りますの

で。安くて活動できる方法を考えていただきますように。 

伊藤玲子：主人がワイズに入会したのは３

０代、私が２０代後半でした。今、息子た

ちは４０代ですが、ワイズのことを話しま

しても実感としてないようです。時代が変

わったといいますか、今は働き盛りで１０

時頃まで働いています。若い人をお誘いするにはどのよう

な職業の方がいいのか、話しかけるにも一声がでません。

３０周年の講演会にお誘いしましたが同年輩ばかりで「若

い人」は誰もこられませんでした。若い人の気持ちは娯楽

かスポーツの方へ向いているのでしょうか。 

望月治子：主人が次の会長にきまりまして、

よろしくお願いいたします。またかき回すの

ではないかと心配しています、、、、 

宮本修司：望月さんが会長の

時に在籍できないのが残念で

す。違うワイズから河内に負けないようがん

ばります。上の娘が高校への入試が決まりホ

ッとしたのですが、通知がくるまでどこの高

校か知りませんでした。それだけＹＭＣＡのことしか考え

ていなかったのですが、反省しています。私と同年代の方

がここに入るのはどうなるかと思います。 

伊藤圭介：京都は京都の風土に合ったクラ

ブ作りをされているように思います。河内は、

河内の風土に合ったクラブを考えて行けば

いいのではと提案したい。３０年経過します

と他のクラブでは第二のクラブを作ってい

ます。私のように７０才を越えたものが２０歳代のひとに

入れと言っても価値観の違いなど色んな違いがあります。

若い人たちを中心に集めてクラブ作りをする発起人を誰か

がするなどの課題をと思います。 

鐵谷 明(大阪サウス)：河内の人もしゃべる

のが長いなぁ、と思いながら、田中さんだ

けやなしに丸尾さんもたいがい長いなと、

昔もっと丸かったのに名前も替えてほしい

なぁと。ＥＭＣについて澤田賢司さんに負

けんように話したかったがこれもできんようになってしも

た。会員を増やすということは難しい。河内らしさと言い

ながら国際につながっていて１万７、８千円という上納が

必要になる。ただ、らくらく登山のあのエネルギーを必ず

や東ＹＭＣＡの会員増強やひいてはワイズの会員増強につ

ながると思います。東ＹＭＣＡの会員活動やウエルネス活

動に河内クラブの活動をいかにしてリンクさせるかが会員

増強の可能性を高めるのではと思います。４月８日はサウ

スクラブ５０周年を迎えます。韓国の兄弟クラブから２０

人、長浜クラブから３０人ということで、子クラブの河内

からはメン・メネット揃いまして３０人、是非ともお願い

いたしたいと思います。 

寺岡博也(大阪サウス)：５０周年、（のお願

いで）昨日お釈迦さんの涅槃会でしたが、４

月８日、お釈迦さんの誕生の日でございます

がよろしくお願いいたします。立派な「河内

クラブ３０周年記念誌」ありがとうございま

す。私ども５０周年記念誌はちょっと×××かなぁと鐵谷

さんと話していたところです。（昨日お誕生日だつたとのこ

とで、会長から記念の品が贈られました。めでたし。） 

藤井敬子：みなさんお話が長いので、、。次期役員としてが

んばっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

望月 強：今日はようけしゃべらして（ＥＭＣについて）

もらったので。反対意見なども聞かせてもらうことでいい

ものが出来ると思います。しっかり耳を傾けていきたいと

思います。ありがとうございました。 

横田憲子：会員を増やすことなく減らして

しまいました会長でございます。次期役員

が決まりまして右肩が軽くなりました。よ

ろしくお願いいたします。 

尾北 昇：先週の日曜日、息子の結婚式が

ありました。横田会長から祝電をいただきました。会長か

ら日時の問い合わせをいただいていたのですが、時間がは

っきり覚えていなくて、そんなことでした。ＥＭＣのお話

のことで、父兄とかＹＭＣＡに関係ある人を巻き込んでワ

イズメンに、とのことでした。鐵谷さんのお話のようにＹ

ＭＣＡの運動の中で協力会員などの会員として、参加会員

を更にＹＭＣＡを支えていく会員に結びつけ、ＹＭＣＡを

支えていく人たちに育っていっていただく運動をしていま

す。何らかの形でＹＭＣＡの良さを知っていただいた方が

サポートにまわっていただき、プログラムだけではなくい

ろんな機会に参加していただいてくださることをＹＭＣＡ

としても考えていきたい。 

今井利子(なかのしま)：河内クラブの周年誌

はお写真がたくさんあって後々思い出すの

に楽しみです。私も随分長くワイズに関係

しているなと思います。長野で２５周年を

終えてから「なかのしま」に移りましたが

「なかのしま」の行き方は少々違います。女性ばかりです

ので、例会の準備ができませんので、月１回はホテルのお

食事（３０００円）をいただくことです。一年間契約して

いますのでかなりいいお食事です。出席者はお客様も３０

００円、これは会場費とお食事代だけです。後は、半年会

費が２万円です。西日本区、中西部、ＣＳ、ＢＦのお支払

いが入っています。足りない分は、女性らしくファンドを

しています。いただいた八朔や大西さん宅の果実などで、

ジャム作りなどや国友さんとこで絵はがき作りをしていま

す。一筆箋など区大会などで売らせていただいています。

ミヤンマーへのご奉仕に山路さんを送っていますが、その

応援も少しさせてもらっています。女性らしいクラブと思

っています。第一例会はお休みするとお金はいりません。 

クラブの特徴は、第二例会・役員会の方が出席者が多いの

です。そこでは食事はありません。帰りにビールでもと食

事をして帰ることになります。この前のＴＯＦは全く飲ま

ず喰わずでした。合理的にやっていると私は考えています。

ギルグさんが主任をされていますが、ＢＦの年間３０００

円は、一日あたり８円、一ヶ月２５０円の節約ですよとお

っしゃっていました。ギルグさんは、日本的なとこは分か

らないとこもおありで、特に落語の「おち」はわからない

そうです。今、十周年を一生懸命考えています。役員の方

も立候補あり推薦ありで決まりました。クラブはまだ若い

です。１０年なってませんから。 

会長される方もまだまだおられます。京都の方とはお話し

ますけど「どうしてそんなに高いの？会費が高ければ人が

集まらないでしょう？」と、問いますと「お金がなかった

ら何ができますか？お金があるから大きな事業もいろんな

奉仕も出来るンですよ」と、いう考えです。しかし、これ

は京都だからこそ出来るんであって大阪ではできません。

なかのしまの半年２万円が京都では１ケ月の会費です。 
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大阪では毎月２万円だったら目的があって分かっていて

もほとんど集まらないかなぁと思います。若い方は、各ク

ラブを見てみると大体半額ぐらいにしてますね。区に払う

ぐらいにしてはります。私もあちこちのクラブに行きます

けど、今、元気なのは大阪クラブです。８０周年を前にし

て一昨日も一人入会式がありました。心斎橋のレストラン

の奥様で清水さんのお友達です。 

２０代のお嬢さんも入られ、まだ一人、候補の方がおられ

ます。阪和部では、泉北クラブが非常にお元気です。場外

の例会でお呼びしたお友達を引っ張ってこられ、「次は誰

それの入会式やねェ」といいながらやってはりました。そ

れぞれの行き方があり、なかのしまはそんなに増えないの

かなぁと思いますが、女性でなければいけないからだと思

いますが。若い方は看護婦さんも弁護士さんもありました

が、でも続きませんでした。お仕事と奉仕活動、難しいな

ぁ、私たちの若い時とはまた違うなぁ、という感じを受け

ています。望月さんがおっしゃいましたけれど、なかのし

まの学ぶところはとっていただければいいと思いますが、

私もよその良いところは持っていきたいなぁと、そんなこ

とを考えています。 

新本英二：１月の例会で、ニコニコの時

に教会で北野高校のブラスバンドが来る

から是非お越し下さいとＰＲしました。大

きな声でＰＲしまして大谷さんとこが親

子で来られました。初めて教会行ったとの

ことで音楽がとてもすばらしい演奏でし

て感激されました。私もそばで聴いて、よかったなぁと思

いました。１年生と２年生ばかりでしたが非常に上手でし

た。 

山内信三：この月曜日から、三度目の職場になりますが

阪急御影の松蔭短期大学の学務部に常勤嘱託職員でフル

タイムで働きはじめました。このごろの仕事はコンピュー

ターばかりで、博愛社で８年間事務長していてコンピュー

ターに慣れているつもりでしたが、データーベース・アク

セスがどんどん入っていて、今までエクセル、ワードは使

いこなしていたのですが、データーベースは関係なかった

のですが、「アクセス」であくせくしているなぁと初田さ

んに言われております。 

芳澤伸之：望月さんがＥＭＣの話しをするということで

したので、伊藤さんが西日本区理事をされておられた時の

「ワイズ理解の手引き書」を１週間じっくり読んできまし

た。けれど、実際のところよお分からんし、今日の話しを

聴いて、ますます分からんようになってしまった。 

今期、ＣＳの主査をようやく終えれるかなぁという時にま

た会計もさせていただく、そして阪和部の第２書記もさせ

ていただくということで、なんか盆暮れがいっぺんにやっ

てきたという感じで、ホントにワイズって仕事がたくさん

あるんですね。 

中野義彦；お話を聴いていて思いだした

ことがあります。「１年の計は穀を植える

に如かず、１０年の計は木を植えるに如か

ず、終身の計は、百年としてもいいのです

が人を植えるに如かず」というのを思いだ

しました。ご存じだとは思いますが、１年

で収穫を得ようするならば穀物を植えればいい、１０年で

計画を終えようとするならば、木を植えればよろしい、１

００年で計画を終えようとするならば人材を育てなさい、

と言うことだそうです。望月さんを中心にいろいろお話が

ありましたが、これからいろんなことをシュミレーション

しながら何度もなんども話し合って考えていけばいいの

ではないかと思います。 

中野涌子：今年になって２回続けて出席す

ることができました。来月は分かりません。

ありがとうございました。 

大谷美佐子：３月５日のメネ

ット会に皆さん多数ご参加く

ださいますようお願いいたします。 

丸尾欽造：どうもありがとうございました。 

 

《お詫び》岩坂正雄さんのコメントは、収録テープ反転作

業と重なり収録できませんでした。謹んでお詫び申し上げ

ます。 

例会では、ＥＭＣをテーマに意見交換をしました関係上、

それに関する長いコメントが述べられました。貴重なご意

見もあり、できるだけ忠実に起こしましたが、一部に意訳

の採用をしています。また、聞き取り困難な部分の語彙に

誤りがありますれば判読をお願いいたします。 

列席者以外の方の個人情報に関する事項は念のため一部

割愛いたしております。以上、ご了承下さいますようお願

いいたします。 

 

本日のにこにこは 19,300 円でした 

ご協力に感謝申し上げます。 

 

 
 

第８回 ワイズメンズクラブ

テニス大会 

～障害者と共に～ 
 

日 時：２００６年４月２９日（土/みどりの日） 
１０：００～１５：００ 

場 所：シーサイドテニスガーデン舞洲 

       【駐車場は無料】 
ＴＥＬ06-6460-9711  FＡＸ06-6460-9733 

 

参加費： 

Ａ―全参加 

（プレー・弁当・懇親会） ＝３，５００円 

Ｂ―プレー・弁当       ＝３，０００円 

Ｃ―弁当・懇親会 

（障害者・サポーターの方） ＝１，５００円 

Ｄ―弁当のみ（サポーターの方）＝１，０００円 

(^^♪ 参加費は当日会場でお支払い下さい。 

 

懇親会 ：１５：１５～  

於；シーサイド・テニスガーデン舞洲 クラブハウス 

持ち物 ：テニスシューズ・ラケット・タオル・その他 

     （初めてテニスをされる方には、ラケットの準

備を致します。） 

お願い ：賞品として寄付して頂ける物がありましたら、

当日受付へご持参下さい。 

申込締切：２００６年４月１４日（金）  

［クラブ単位でお申し込み下さい］ 

申込先 ：三浦 明 （大阪サザンスカイクラブ） 

TEL073-455-9062 ＦＡＸ073-452-3803 

 



 大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００６年 ３月報  
 

－6－ 

第１回 車椅子クリーン隊 報告 
記録 地域奉仕事業委員 芳澤伸之 

 

２月１２日（日）地域奉仕事業の一環として、特

別養護老人ホーム・サンホームのご入居者の車椅子

清掃およびメンテナンスを行う。 

（名付けて車椅子クリーン隊） 

午後１時集合メン・メネット１１名。三フロアー

２５台の車椅子清掃開始である。１F で清掃手順の

打ち合わせ後、清掃用具・空気入れを手に手に居室

に向かう。食堂で団欒しておられる方もいれば、寝

室で寝ておられる方など状況はまちまちだ。最初は

入居者に対しどう対処してよいか戸惑いを感じる。

「声がけをして始めましょう！」「お元気ですか。車

椅子をお掃除に来ましたよ！」の掛け声に場の雰囲

気がだんだんと明るくなってくる。予想以上に汚れ

がひどい。特に食べかすなど車椅子のいたるところ

にこびりついている。クリーナーでも落ちない車椅

子もあり、定規などを駆使して手際よく落としてい

く。額には汗、汗、汗。でも心地よい汗である。サ

ンホーム最高齢の１０３歳山田ふみさんも「ありが

とう。ありがとう。私もやりたいわ」と上機嫌。伊

藤メネットの歌声も館内に響き渡り、ワイズ・入居

者・施設皆が満足できた一日ではないでしょうか。

清掃後喫茶コーナーで評価会を行い継続的事業にし

ていくことを確認する。 

日本の社会福祉には“ノーマライゼーション”と

いう基本的理念が存在します。この理念は介護を受

ける高齢者や障害者が地域の中で自立することを支

援する極めて重要なものであります。聖書の中に「わ

たしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互

いに愛し合いなさい」（ヨハネ１３：３４）また、「だか

ら、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あな

たがたもしなさい。これこそ律法と預言者である」

（マタイ７：１２）という言葉がありますが、こうした

言葉の実践こそがノーマライゼーションであるとい

うことができるでしょう。 
参加者 田中・横田・望月夫妻・・初田夫妻・増石・大谷メ・

伊藤メ・佐古・芳澤 

 
清掃中の参加者 

 
本日の参加者 

 第 31 期第 9 回役員会  
２００６年２月２３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  EF・JWF 

 

出席者 横田・初田・望月・田中・増石・宮本・芳澤･佐古・

正野 

3 月例会 3 月 16 日（木）６：３０～８：３0 

サンホーム  担当：C グループ 

田中・山内・正野・佐古・藤井・初田・ 

ゲストスピーカー 
    山村吉次氏・宍戸喜作氏  

司馬遼太郎記念館ボランティア  

3 月例会役割分担 
 司 会   正野忠之君  聖句朗読 佐古至弘君 

 食事手配  佐古至弘君  食膳感謝 佐古至弘君 

 ニコニコ  山内信三君・藤井敬子君    

４月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく      伊藤圭介 君 

役員会報告         田中惟介 君  

例会報告          初田稔 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) 石田キヨカさん 

にこにこテープ起し     山内信三 君 

巻頭言           尾北 昇 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ ３月例会プログラム検討 部長公式訪問・ゲストスピーチ 

★ 欠員役員（書記） 部則に基づき会長指名 正野忠之君  

★ 河内クラブ研修会  ４月１５日・16 日（六甲ＹＭＣA） 

    １５日  15：00 集合 夕食前に討議 夕食後懇談 

    １６日  11：00 解散 詳細は担当より後日通知 

★ 「らくらく車椅子登山」 ４月２３日（日） 

    早急にちらし作成・クラブ訪問、主査会を通じワイズヘ

アピール。 

    エコー東大阪へ広告及び記事掲載依頼。 

    ３月１０日（金）19：00～サンホーム 6 階にて 

地域ボランティアを含め実行委員会開催 

★ ４月・５月・６月例会のゲストスピーカーの件 

    ４月 芳澤雅之氏 石油事情と排出権取引について他 

    ５月 メネット会長と打ち合わせの上（家裁調停委員の

卓話） 

★ 次次期西日本区への協力お願い 

    神谷次次期理事の依頼で  

区書記に望月君・事務局員に初田君 

★ ３０周年記念誌発送の件 

    ブリテンと同送する。送料は周年記念費から支出。 

★ 東ＹＭＣＡスタッフ移動と卒業リーダーに関して 

    ３月１２日 19：00～卒業リーダー感謝会  

野外Ｌ ５名 サッカーＬ ３名 に記念品贈呈 

    森スタッフ 南Ｙへ。大島・中出スタッフ 退職 

         各々に記念品贈呈する。 

★ サンホーム“共にあゆむ”への投稿 

★ その他 

   ２月２５日・・・・居酒屋“ なごみ” 

     ２６日・・・・“ふれあいサロン” 

   ３月 ３日・・・・第２例会 

      ５日・・・・メネット会    

１０：３０ 「八戸ノ里駅 改札口」集合 

     １１日・・・・・阪和部主査会 南 YMCA 

     １８日・１９日・・次期会長・主査研修会 

             六甲 YMCA 
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く 

 

 

 

 

 
 
             岩坂正雄 

最近嬉しいこと。 
▲ 初田さん労作の立派な「30 周年記念誌」が出来上がっ

たこと。クラブの総力を結集した成果がよくまとめら

れています。 

▲ わが人生 74 回目の誕生月を迎えられたこと。次期役

員の務めが与えられ、出張用務の多い中どこまで務ま

るのか不安ですが、若さ保持のためにも頑張ります。 

▲ 勤務する大学で、新しくチャイルドケアの学科が認可

されたこと。また、高校では靖国問題でギクシャクし

ている中、長年にわたる韓国高校生との相互訪問が今

年も実現したこと。 

▲ 孫娘が大宰府天満宮の全国児童書道展に特選入賞した

こと。九州旅行のチャンスになるかも?。 

 

最近腹立たしいこと。 
▼ 公教育を担う人達が、生徒の授業料や国民の血税を浪

費して贈収賄を犯していること。 

▼ ホリエモンの逮捕で大騒ぎしている一方、偽装建築の

設計士や悪徳業者が逮捕もされないのは腑に落ちない。 

▼ 商品カタログや器材の説明、クルマの操作表示など文

字が小さくて、虫メガネなしでは読み取れない。しか

も 英 語 表 示 で 意 味 不 明 、 な ぜ 電 源 と 書 か な い で

ON/OFF なのか、中高年者にとってはまったく不親切。 

▼ またまた痛ましい長浜の幼児虐殺事件。親たるもの自

分の子供は自分で守り育てる気概を持たねばなりませ

ん。 

 

 

車椅子で登山をしよう 

参加者募集!! 
実施日 ４月 23 日(日) 

場 所 生駒らくらく登山道 

お問合せ・申込先 東 YMCA 
電話 06-6787-3232 

 

ボランティアも募集します 

 

 

 

 

 

 

 

The Proposal for 
“ Time of Economy & Ecology ” 

(資源倹約のとき) 

 

Time of Fast は、食糧が人道的な立場からみても全世界

的に公正にシェアーされていないことを再認識し、自らも

飢えの立場に置き絶食し、ささやかながら絶食分の資金を

飢えにある人々に献金するワイズメンズクラブの特徴ある

活動のひとつであります。 

 

できることから始めよう！！ 
 

（１）発生抑制  リデュース・リフューズ 

(ア) 買い物の際は、衝動買いではなく、本当に欲しいも

のをできるだけ長く大事に使うことを考えて買お

う。ゴミになるものをできるだけ選ばず、買わず、

ゴミを出さない暮らしを。 

(イ) 買い物はマイバッグを持参で、レジ袋をもらわない。 

(ウ) 不要な包装は断ろう。（よけいな包装やブックカバ

ーなど） 

(エ) 贈答品も簡易包装を選ぶ。 

(オ) 御菓子など簡易包装のものを選んで買う。 

(カ) 食料品はバラ売りや量り売りで買う。 

(キ) 弁当などを買うとき、不必要な箸やスプーン類など

はもらわない。 

(ク) 調味料やシャンプーなどは、詰め替え用品を買う。 

(ケ) 食料品は賞味期間内に使い切れる量を考えて購入

し、できるだけ腐らせたり、捨てたりしない。料理

も作り過ぎないようにする。 

(コ) 揚げ物に使った油は炒め物などに使いきる。調理く

ずもできるだけ出さない調理を。 

 

（２）再使用  リユース 

① ビールは出来るだけ何度も繰り返し使う「瓶ビー

ル」を飲もう。 

② 同じ商品なら、使い捨て容器ではなく、繰り返し使

えるリユース容器に入ったものを選ぼう。（牛乳ビ

ンや一升ビン） 

③ 自分が要らない物も他の人には役立つかも知れな

い。バザーやブックオフなどの古本屋、リユースシ

ョップ（「リサイクルショップ」という呼び名は間

違い）などを上手に活用しよう。 

④ 電気製品などが故障しても使い捨てず、できるだけ

修理をして使う。 

⑤ クリーニングのハンガーは、店に返そう。（きれい

なら何度か使える） 

⑥ ペーパータオルを使わず、ふきんやタオルを洗って

使う。 

 

（３）再利用 リサイクル 

 ① 古紙や缶などリサイクルできるものは、きちんと分

別して再資源化しよう。 

② 電池や携帯電話なども使えなくなったらリサイク

ルしよう。（販売店で回収している） 

③ 冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機はリサイクルす

ることが義務づけられている。 

 ④ 自動車や二輪車、バソコンなどもリサイクル・シス

テムができているので、きちんと義務を果たそう。 

 ⑤ 「使ってこそのリサイクル」である。トイレツトペ

ーパーなどの家庭紙やノートなどの紙製品、台所用

品などは、再生紙や再生原料を使ったものを選んで

買おう。（原材料表示を見れば書いてある） 
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「卒業！」 
春の息吹が聞こえそうな今日この頃、でもまだ寒さも残る日々が

続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。ウエルネスも２０

０５年度のラストスパートで、スタッフ、リーダー一丸となって年

度末を迎えようとしています。 

この一年を振り返ってもらう為にも、子ども達の一年の報告書を作成しております。サッカー、体育、野外活動の各ク

ラスで、子ども達の活動記録を手渡しします。子ども達の様子を率直に教育的視野を持って成文します。ＩＴ化が進む現

在においても、指導者は手書きです。このご時世にと感じられる方もおられるかも知れませんが、子ども達へのメッセー

ジはやはり手書きを基本としているＹＭＣＡのポリシーをご理解ください。また、春の特別プログラムも募集中です。今

年の冬は寒かったので、何処のスキー場も雪は豊富です。多くの参加者が集えますよう応援ください。 

３月は別れの季節ですが、この東のリーダー会、研究生会からも８人のリーダーが巣立っていきます。それぞれが、野

外、サッカー、体育等で東Ｙに関わってくれました。今年も大きな声で卒業リーダーにエールを送ります。「ＹＭＣＡは

リーダー達の学校です。友達です。仲間です。故郷です。いつでも味方です。自信を持って社会に世界に羽ばたいてくだ

さい。」ワイズメンの皆様も是非ご声援ください。よろしくお願いいたします。 

                              東ＹＭＣＡ 所長 宮本 修司 

 

「感謝！」 
河内ワイズメンズクラブの皆様！４年間お世話になりました。東ＹＭＣＡに着任した頃は右も左も分からず、いろいろ

とご迷惑をおかけしました。そんな私を暖かく見守ってくださり、多くの学び、気づきをさせていただいたことは忘れま

せん。また西日本区大会にまでご一緒させていただいたことは本当にいい経験でした。ワイズがＹＭＣＡと共にあり、河

内が東をバックアップしてくれているこの良い関係を横目にしながら、私は南河内に移ります。「いいなあ～！東ＹＭＣ

Ａは河内ワイズがバックにいるもんなあ！」本音をブリテンに書き残して、私は新天地に赴きます。ありがとうございま

した。また顔出しに来ますので、よろしくお願いいたします。河内ワイズメンズクラブ万歳！ 

                            南河内ＹＭＣＡ 所長 宮本 修司 

 

 

 

 
 

サンホームでは介護保険改正に伴い、介護予防事業を従来の事業に加えて実施いたします。自分で出来ることは可能な

限り自分でしていただき、少しでも長く健康に生活していただく事業です。地域包括支援センター（２００６年４月開始

東大阪市受託事業）が中心となって介護予防プランを作成し,地域の方々の支援をいたします。 

 

イキイキ健康生活セミナー 
今年度最終です。無料ですので是非ご参加ください。 

 

 

 

 

東 YMCA クリスマス献金プログラム 
 今年度のクリスマス献金プログラムは、「レインボウクラブ（障害者外出支援プロ）」４回と 2 月 26 日（日）の「ふ

れあいサロン（独居高齢者支援プロ）」を実施し無事に終了することが出来ました。多くの方々のご協力を感謝いたしま

す。２００６年度も引き続きご協力よろしくお願いいたします。 

  
ふれあいサロン 

2 月 26 日(日)。近隣の御厨南自

治会の独居老人をお招きして、「サン

ホームふれあいサロン」が開催され

ました。 

 総勢 90 名近くの参加者があり、

大変賑やかに楽しく一日を過ごすこ

とが出来ました。 

意岐部中学の生徒が 10 名もボラ

ンティアとして参加してくださり、

本当に嬉しく思いました。美味しい食事の後は、ビーンボーリングや骨密度測定、プラバ

ン作り、転倒防止体操などなど、体を動かしたり手足を動かしたりと楽しい時間を過ごし

ました。 

 次回の開催には是非皆さん参加して、地域の方々と楽しいふれあいを感じてください。 

河内クラブの参加者は、美味しいコーヒーのお世話と記録写真を担当しました。 

 

月  日 内     容 講         師 

3 月 10 日(金) 使える福祉サービス情報 
サンホーム在宅介護支援センター 

三宅絵理 
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連載ＮＯ １８  

「私の独り言」  
           西日本区理事 佐野文彦 

 国際情報一口メモ 
 

初田様、写真をたくさんいただきました。有難うございま

す。 

 アジアの他のリジョンに向けてのＰＲに役立ちます。パ

ワー・ポイントで発表しなければなりません。助かります。

貴兄には情報にかかわるお仕事をいろいろお願いし感謝

に耐えません。これからもよろしく。 

国際ではパソコンを使っての討論会が始まりました。毎

日世界各地からのいろんな意見がわかって面白いです。世

界は必ずしも西日本区のワイズと同じ考えとは限りませ

んね。一番公正な意見を言うのはアフリカ、いつも変なこ

とをするのはインド。カナダ、アメリカ、オーストラリア

は白人グループで固まっているような感じです。アジアで

はマレーシアやシンガポールなど言葉の強いところが

堂々としています。日本はおとなしいです。人の意見をじ

っくり聞くだけのような感じです。恵美奈部長も外国にい

けるといいなあと思っています。お礼に国際情報一口メモ

をかかせていただきました。 

 

 

 

メネット会のお知らせ 
早春に司馬遼太郎記念館を散歩しませんか? 

そして、お食事をしながら楽しくおしゃべりしません

か?。多くの方のご参加をお待ちしております。 

メンさんも是非ともご出席下さい!!。 

 

記 

日  時: ３月５日(日) 午前 10 時 30 分～ 

集合場所: 近鉄八戸ノ里駅 改札口前 

会  費: ¥4,000 

昼食場所 時しん (八戸ノ里) 

TEL06-6783-5670 

 

 

お手伝いをお願いします。 

居酒屋「和み」 

 

 
毎月の最終土曜日の午後 6 時からサンホームの喫茶コー

ナーで開催されています。 

楽しそうな雰囲気がお分かりになりますか。是非沢山の

方々のお手伝いをお願いいたします。 

西日本区メネット事業 

YMCA 留学生支援プロジェクト 
日本語による、留学生の 

全国 YMCA 日本語学校 

スピーチコンテスト報告 
記録 大谷美佐子 

 
2 月 19 日（日）に大阪 YMCA 会館において、西日本

区メネット事業として行われました。 

各 YMCA にて予選を勝ち抜かれた留学生 17 名の白熱

するスピーチでした。 

グランプリは、熊本 YMCA 日本語学院のカマル・カル

ナーラタナさん（スリランカ出身）がスマトラ沖地震発生

時に現地に住んでおられ、その時のことを話されました。

「子どもの心を癒す人になって欲しい」という題名で、

『地震により一瞬にして全てを失った人々・・・中でも助

けを求め泣き叫び、それでも誰も来てくれず胸を叩いて泣

き崩れている子供達、こういう災害時には自分の事で精一

杯だけれども、少しでも周りに目をやり、泣き叫ぶ子供が

いれば優しく抱きしめてあげられる大人がひとりでも居

れば、将来、その子が大人になり同じような出来事があっ

たとしても、周りを癒す事が出来る人になるのではないで

しょうか』と言う内容でとても感動いたしました。 

出席者 メン 望月、新本 メネット 望月、大谷 

 

 
 

 
 

 

今月のゲストスピーカーのご紹介 
山村 吉次(やまむら きちじ)氏 
司馬遼太郎記念館 ボランティア委員会副委員長 

開館当初よりボランティアとして関わってこられ、 

会員数２４０余名のボランティアの指導的立場で活

躍されています。 

 

宍戸 喜作(ししど きさく)氏 

同じく 園芸のボランティアとして、主に菜の花のお

世話をされています。 

 

両氏とも望月メンの小学校時代の同級生です 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  藤井 敬子 １９５１年３月 ２日生            

箕浦 陽子 １９ＸＸ年３月 ７日生            

佐古 至弘 １９３２年３月１６日生         田中惟介＆加代子夫妻 ３月３０日 

岩坂 正雄 １９３２年３月２９日生 

増石 広之 １９３５年３月３１日生 

 

 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  EF.JWF  

感謝をもって、クラブ周年・個人的記念等の献金をしましょう。ワイズダム発展のために。 

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

                     

                

３３月月－－４４月月のの予予定定  
 

３３月月   
３月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

３月１１日(土)第３回主査会 南 YMCA 

３月１６日（木）例会 サンホーム６階 

３月１８日(土)～１９日(日) 研修会 

六甲 YMCA 次期主査･会長 

３月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

３月２５日(土) 居酒屋 「和み」 

４４月月   
４月 ７日（金）第２例会 サンホーム 

４月 ８日(土)サウスクラブ５０周年 

４月１５日(土)～１６日(日)一泊研修会 

六甲 YMCA 

４月１５日(土)～１６日(日)ボランティア体験 
泉北クラブ公開プログラム 紀泉わいわい村 

４月２０日（木）例会 サンホーム６階 

４月２３日(日) らくらく登山 

生駒山麓 らくらく登山道 

４月２７日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

４月 29 日(土) 阪和部テニス大会 

 

 

 

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/ 

Wind�From�Kawachi 
 

次期の役員も決まり、次年度に向けての活動が始まりました。懸案であった次次期の会長も確定し、大変喜ばしい

限りである。数年来停滞していた本来のクラブ活動の原点が蘇った感がある。 

しかし、限られた人員で、色々な役職を兼務する体質はまだ従来のままである。新しい人材を確保することはクラ

ブ発展のためには急務です。落ち着いてはいられない逼迫した状態を各自自覚しましょう。 

(M H)

 


