
 

 

２００６年４月報    Vol ３６７ 
 

 
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１の手紙 １３章４～7 節 

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、いらだたず、恨みを

抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望

み、すべてに耐える。            ― クラブライフの根底にあるもの ― 

 

 

新しいスタート 
                         尾北 昇 

 

４月は、新しい年度のスタートです。子供たちは

新しい学校に入学し、わくわく胸を躍らせ、同時に

不安を覚え緊張したりしています。学校を卒業した

フレッシュマン（少し古い？）も新しい職場が自身

の活躍の場となるであろう期待と同時にちょっぴり

不安も感じているのではないでしょうか。 

今までの生活とがらっと変わった環境に、一人一人が変わり成長

するチャンスでもあります。 

受け入れる私たちはどうでしょうか。新しい仲間を迎えその新鮮

な個性を生かし成長させる体制が整っているでしょうか。 

私たちも変革されなければなりません。またいいチャンスでもあ

ります。今までがこうだったからそうしなければならないというの

ではなく、今までと違った角度から見る時、これまで自分を縛って

いたあらゆるもの、偏見や思い込みから自由になります。 

新しいものを受け入れ、私たち自身も「新しいスタート」を切り

たいと思います。 
 

 

 

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        １１名 ３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 ３月分 ３月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ３０名 累計  33,800 円 0 円 22,220 円

メ ー ク ア ッ プ ０名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 ０pt 累    計 累    計 
３ 月 の 出 席 率 ７５.0％ ３月の全出席者 ４１名 累計 ０pt 970 円 120,118 円

 
 

 

４月例会プログラム 
４月１９日(木) 東 YMCA 

 
         司会  岩坂正雄君 

 

開会点鐘         横田 会長 

ワイズソング       一   同 

聖句朗読        大谷美佐子君 

ゲスト&ビジター紹介   横田 会長 

会長の時間        横田 会長 

担当主事入会式      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      芳澤雅之氏 

  石油事情と排出権取引について 
 

誕生・結婚祝       横田 会長 

 ニコニコアワー     伊藤&大谷君 

ＹＭＣＡの歌       一   同 

閉会挨拶・点鐘      横田 会長 
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  ３月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年３月１６日（木）18:30～20:30                         記録 初田稔  

出席者(敬称略) 

メ ン横田・正野・岩坂・増石・佐古・初田・望月・田中・芳澤・

丸尾・伊藤・尾北・宮本・藤井・新本・ 

 

メネット 望月・伊藤・大谷・初田・ 

ゲスト＆ビジター 今井利子(なかのしま)・惠美奈博光･惠美奈

富紀子・小池晃・吉田全孝・松岡虔一・寺岡博也・(サウス)・ 

山村吉次・宍戸喜作（ゲストスピーカー）･中出淳子・森秀規（スタ

ッフ） 

                          以上 30 名 

 
正野君の司会で定刻を少し遅れて開催

された。横田会長の開会点鐘の後はワイズ

ソングと例会はプログラム通りに進行す

る。今月は阪和部長の第２回公式訪問の月

です。 

部長のご挨拶 
健康を与えられ

て第２回の公式訪

問が出来ましたこ

とに喜びを感じて

います。30 周年記

念誌を頂き感謝で

す。今期も残り 3

ヶ月になりました。

次期田中部長にス

ムーズにバトンタッチが出来ますように頑張ります。河内

クラブの３０周年記念会に 500 名の方々を集められたこ

とは、ワイズメンズクラブの社会的

知名度を高めようと実施されたこ

とであると感銘を受けました。今期

は 163 名でスタートしましたが 3

月 16 日現在で 11 名の増加があり

ました。今後もよろしくお願いしま

す。 

今月で退職や異動をされる宮本主事と森・大島・中出ス

タッフにクラブより記念品が贈呈され、日頃の活動に感謝

をいたしました。 

 

食事の後は

山村さんと宍

戸さんによる

ボランティア

のお話を伺い

ました。 

 

山村吉次氏のスピーチ 
私共の会長も大変乗り気でしたが、本日は所用でどうし

ても出席が出来なくて、私が代わりに参りました。私の家

内もサンホームでボランティアをさせていただいており

ました。本日は記念館の話を少しさせていただきます。 

記念館は今年で 5 年目になります。全国から 8800 件、

約 5 億円の浄財が集まり、建設されました。ボランティ

アの募集は記念館が出来ました時に広報をしたところ、

300 名の応募があり、18 歳から 81 歳までバラエティ

に富んだ応募でした。今でも毎年市政だより等で２０名ほ

どのボランティアを募り、補充しています。１日に 10 名

のボランテイアが必要なので、240 名のボランティアで

も多くはないのです。 

宍戸喜作氏のスピーチ 
菜の花忌の生い立ちや、現在の花作りボランティアにつ

いてのお話をします。一つのプランターに 3 株の菜の花

を植えることを近所の小中高校生にお願いしています。小

阪駅と八戸ノ里駅前にもプランターに入れた菜の花を置

き、皆さんの目を楽しませております。菜の花は簡単に育

てることが出来ますので、皆様もチャレンジしてください。

記念館では菜の花の種を無料で配布しています。 

 

司馬遼太郎記念館とは 
司馬遼太郎記念館は 2001 年１１月、東大阪市の住宅

街の一角に開館しました。司馬遼太郎の自宅と隣接地に建

つ安藤忠雄さん設計のコンクリート打ちっぱなしの建物

で構成されています。地下１階、地上２階、ゆるやかな曲

線を描くシンプルな構造で、雑木林風の庭と見事にマッチ

しています。この庭の小径から窓越しに、数々の作品を執

筆した司馬遼太郎の書斎を間近に見ることができます。 

 この記念館は「見る」記念館、というより「感じる」「考

える」記念館という位置づけです。その代表が高さ１１メ

ートル 3 層吹き抜けの大書架です。約２万冊の蔵書の世

界が広がり、まさに司馬遼太郎の精神を感じていただける

空間です。 

 記念館の建設に当たっては、常に文化の共有ということ

を考えてきました。機関誌の発刊、記念館ホールの活動、

「記念館友の会」の輪を広げコミュニケーション型の記念

館をめざしています。 

 

 
例会の様子 

 
サウスクラブの皆さん 

 
例会後の喫茶室での語らい 
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異動・退職のご挨拶 
 

宮本主事 

 この度、私は南河内に異動します。4

年間でしたがアッという間に過ぎてしま

いました。4 年前は緊張しながら河内ク

ラブの例会に出させていただきました。

土佐堀に勤務している時はワイズメンズ

クラブは知ってはいましたが、殆ど理解

しておりませんでした。今は皆さんの顔

と名前が一致して、ガムシャラに東 YMCA で働いてきま

したが、いつも温かく見守ってくださったのが河内クラブ

であったと感謝しております。ワイズメンズクラブは本当

に YMCA のことを理解してくれて、助けてくださるクラ

ブだと確信しています。南河内に変わりますが、いつまで

も河内クラブのことは忘れません。 

 

森スタッフ 

 この度転勤が決まりました。ここでの

ワイズメンズクラブの活動にはあまり関

わりがなかったのですが、何人かの方に

は色々と協力を頂いたことを感謝してお

ります。私の場合はチャリティランが大

きな活動として記憶に残っています。2

年間の短い間でしたが、昨年はベストコスチューム賞が取

れました。今年は残念ながら賞には漏れましたが、ワイズ

メンズクラブの皆さんのご協力で完走することが出来ま

した。皆様の暖かいお力で 2 年間ウエルネスの活動が出

来たと思っています。ご協力を頂いた気持を忘れずに南

YMCA に行っても頑張りたいと思います。本当に有難う

ございました。 

 

中出スタッフ 

私は短大の１回生からリーダーをさせ

て頂いて、今年で 4 年目になります。去

年の 4 月からこちらの事務所で仕事をさ

せていただいておりました。この一年間

はワイズの方と沢山お話をする機会があ

りまして、声を掛けていただくことも多

かったのでそれが無くなることが寂しく思っています。4

月からは違う仕事を始めたいと思っていますので、こちら

に来ることは少なくなると思いますが、何か行事のあると

きはこちらに顔を出したいと思います。これからもよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

にこにこ語録 (敬称略) 

記録 初田稔 

 

増石広之 昨日自動車の運転免許の更新に行ってきまし

た。無事に手続きが終りました。 

芳澤伸之 テニス大会の件で言葉足らず

がありましたので追加させていただきます。

ワイズメンズクラブテニス大会障がい者と

共にです。車椅子のプレーヤーをサポート

するテニス大会です。 

佐古至弘 教会と YMCA と本部の役員で走り回ってお

ります。何とか体の続く限り頑張ります。 

中出淳子 本日は有難うございました。またこれからも

よろしくお願いします。 

田中惟介 私も司馬遼太郎のファンで色々と聞きたいこ

ともあるんですが、特に望月さんの方からあまり喋るなと

言われておりますので、また改めてゆっくりとお聞きした

いと思います。(笑い) 

藤井敬子 私は地元なので司馬さんがお

散歩をされるのをお見かけしたり、喫茶店

でお茶を飲まれる時に横でお茶を飲んだ

こともあります。良い思い出です。記念会

館の前はよく通るのですが、あまり近すぎ

て先日初めて寄せていただきました。あんなに素敵だとは

思いませんでした。 

新本英二 メネット主査からスピーチコンテストの話が

ありましたが、河内クラブからは望月夫妻と大谷と私の 4

名が参加しました。留学生の皆さんのスピーチは大変上手

で、何方が一番になっても遜色がない内容でした。 

先日ソウルの YMCA センターの開所式に

行って来ましたが、開所式にあわせて

YMCA はこのようなコンテストをもっと

もっとしなければいけないなと感じまし

た。 

岩坂正雄 また菜の花の種を買いに参り

ます。(笑い) 

尾北 昇 丁度 5 年ほど前の記念館が出

来た頃に、私はサンホームの防火管理者を

やっていまして、消防署が主催の講演会が

記念館でございました。かなり早い時期に

見させて頂き、すごい書架に驚きました。 

丸尾欽造 今年のお雛様

のときに菜の花を買いに行きましたが、

時間的に遅くて生きの良いのが無かった

ので、来年は自分で植えようかなと思っ

ています。(笑い) 

今井利子(なかのしま) 私の主人と司馬遼

太郎さんは同年齢で、戦争にも行ってきま

したが、帰られてあれだけ沢山の作品を世

に出され、ずいぶん多くの愛読者がありま

す。私は出来て直ぐに記念館を訪ねてゆっ

くりと時間をかけて回りました。いくつか

の意外な物を見せて頂き記憶に残っています。書斎の机の

位置や椅子の位置を思い出しております。菜の花で東大阪

市を埋め尽くしそうな勢いですが、私たちの子供の頃は食

用でした。花が咲くまでに食べてしまっていました。そん

な時代を過ごした私達ですが、今は花を観賞できる良い時

代になったと思っています。 

宮本修司 本日のお話である司馬遼太郎記念館は、存在

は知っていますが、まだ行ったことがありません。今度河

内クラブにお邪魔するときは、こちらに来る前に記念館に

寄ってから来たいと思います。最後にクラブの皆様本当に

お世話になりました。有難うございました。(拍手) 

森 秀規 昨年に実家のある兵庫県から東大阪に引っ越

して来たんですが、引っ越したばかりで今度は南 YMCA

かと思っていますが、(笑い)当分の間は東大阪から通うと

思っていますので、時間のあるときは東 YMCA にも顔を

出しますので、その時はよろしくお願いします。有難うご

ざいました。(拍手) 

望月 強 山村先生、宍戸先生(大爆笑)有

難うございました。EMC 委員長として大変

苦労しています。このお二人が入会して下

されば顔も立って非常に嬉しいのですが(大

拍手)冗談ですが本気のところも大いにあり

ます。またよろしくお願いします。 
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正野忠之 2 月の役員会で司会の選考で私がやりますと

気軽に手を挙げたのですが、部長の公式訪問が頭からすっ

かりと抜けておりまして、側に部長がいらっしゃるし、前

にはサウスの先輩が 5 人も顔を並べておられるし、非常

にプレッシャーを受けております。４月 8 日は弟の結婚

話で相手の両親が四国から出てくると聞いており、サウス

の 50 周年に出席出来ないタイミングの悪さを残念に思

っています。 

惠美奈博光(阪和部長) 司馬遼太郎記念館

のお話を聞かせて頂き、有難うございまし

た。この記念館は見ることよりも考える記

念館であるとお聞きしました。私はまだ行

ってはおりませんが、是非近々にお伺いし

たいと思っています。 

横田憲子 今日は会長としての汚点を見せてしまいまし

たが、それを助けてくれたのが菜の花です。どうも有難う

ございました。(大きな拍手) 

山村吉次(スピーカー) 本当は館長が来てお

話をした方が色々と面白い話がありますの

で良かったのですが、次回にもそのような

設定がございましたら是非お呼びください。

私も出来しる限りのバックアップをさせて

頂きます。無料でやれ!とか(拍手) 

宍戸喜作(スピーカー) このような素晴ら

しい会合に参加させて頂き、感謝申し上げ

ます。菜の花は簡単に咲かせて、たいへん

綺麗な美しい花です。お試しになって頂け

れば幸いです。 

惠美奈富紀子(サウス) 今日は大変良いお

話を有難うございました。先日、河内クラブのメネットさ

んと一緒に記念館を訪れる機会を得ました。初めてでした

ので、大きな感動を覚えました。一つの疑問は一番上の蔵

書はどうして取り出すのかなと思いました。 
 (お応えします。あの本は取り出すことはありません。図書館

と違って本の出し入れは殆どしませんので、一度所定の位置

に収めればいいのです。建築時に足場を使って整理しました。) 

小池 晃(サウス) 阪和部の書記を承って

おります。もうじきお役目ご免となり、芳

澤さんにバトンタッチが出来ればいいな

と思っています。竜馬の影を是非見てみた

いと思います。また、会館で菜の花の種を

頂いて植えてみたいと思います。 

吉田全孝(サウス) 館長の福田みどりさ

んは新聞ではよく見るのですが、記念館

がこんなに近くにあるのは全然知らなか

った。河内クラブに来る前に、記念館に

よって来れますのでもっと早くに行って

なければならない所です(笑い)早い時期

に必ず見に行かせてもらいます。菜の花と言えば写真に撮

ることしか考えていませんでした。 

松岡虔一(サウス) 本日は「あぐみの塩」

を頂きました。色々と見ていましたら沖

縄県と書いておりますので、「あぐみ」は

沖縄県のどこかの島でしょうね。大変珍

しい塩を頂き感謝しています。3 月 23

日は私のすぐ下の妹の誕生日になります

ので、これを贈りたいと思います。(爆笑) 

寺岡博也(サウス) 司馬遼太郎のお話を

有難うございました。菜の花ロードも在

ると言うことも良く判りました。是非と

も一度は行ってみたいと思います。私た

ちサウスの 50 周年の例会に現在 15 名

の参加申込を頂きがつました。感謝いたし

ます。また、当日のお手伝いもしていただ

けるようで重ねて感謝です。 

伊藤圭介 体調を悪くしてから 2 年ぶり

に京都へ行ってきました。バレスクラブの

35 周年で横田会長と望月さんで出席しました。体調も大

分良くなりましたので、菜の花を植えてみたり、記念館を

訪問させて頂いたりしたいと思います。有難うございまし

た。 

大谷美佐子 今日は有難うございました。

今週の火曜日の夕刻に寄せて頂きました。

今年になって３回訪問させて頂きました。

其の度に美味しいお茶とお菓子を頂き、そ

れも楽しみの一つになっています。今、私

は文学少女ならぬ文学ばあちゃん(大爆笑)

になっておりまして、図書館に行って司馬さんの本を読ん

でおります。図書館では大きい字の本がありますのでそれ

を読んでおります。 

望月治子 伊藤メネットが下でコーヒー

の用意をしておりますのでお預かりしま

に治した分を先に入れておきます。 

山村さんの奥様もサンホームの喫茶ボラ

ンティアをされていたとお聞きしました。

今は辞めておられるようですが、また是

非お手伝いに来て下さい。 

初田真佐子 30 年近く前になりますが、

八戸ノ里公園を歩いていた時に散歩して

いる二人連れにお会いました。いま思い

起こせばそのお二人は司馬先生と奥様だ

ったと思いますが、当時はこのお二人は

どんな関係かなと考えた記憶があります。

こんな立派な先生がこんなに近くにおられてびっくりし

ました。その時に司馬先生を知っておればお声の一つもか

けさせて頂いたかも知れません。 

初田 稔 山村さん、宍戸さん有難うございました。今

日来られたお二人がクラブ員となることを期待して歓迎

します。(大きな拍手)この前に記念館に行った後図書館巡り

をしまして、花園図書館では司馬遼太郎コーナーがありま

して、やはり人気のある作家なんだなと嬉しくなりました。

私は今まで司馬さんの作品は興味対象外でしたが、こんな

に立派な方の本を読まないで済ますことは、東大阪市民の

恥になるような気持です。閑は充分に出来ますのでゆっく

りと読ませていただきます。 

本日のにこにこは 22,220 円でした。ご協力に感謝いた

します。 

 

 

 

4 月のゲストスピーカーのご紹介 

芳澤雅之(よしざわ まさゆき)氏 
 

生年月日 1959 年 3 月 31 日生 

出身地  兵庫県芦屋市 

最終学歴 同志社大学商学部卒 

現住所  東京都練馬区 

語学   日本語・英語・タイ語 

趣味   カラオケ・ウオーキング 

 

現在は三井物産プラントプロジェクト第三部 次長 

北中南米地域担当 
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 第 31 期第 10 回役員会  
２００６年 3 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  Y サ・ASF 

 
出席者 横田・初田・望月・田中・増石・宮本・芳澤・

佐古・正野・伊藤・藤井 

4 月例会 4 月 20 日（木）６：３０～８：３0 

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 

 

ゲストスピーカー 

    芳澤雅之氏・ 

石油事情と排出権取引について 

 

４月例会役割分担 

 司 会  岩坂正雄君  聖句朗読 大谷美佐子君 

 食事手配 伊藤圭介君  食膳感謝  岩坂正雄君 

 ニコニコ 伊藤圭介君・大谷美佐子君    

 

5 月号ブリテン原稿担当 

こーひーぶれいく      石田鐡一 君 

役員会報告         田中惟介 君  

例会報告          増石広之 君  

Ｙニュース         鈴木えみ 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) 伊藤玲子さん 

にこにこテープ起し     芳澤伸之 君 

巻頭言           初田 稔 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ ４月例会プログラム検討・ 

    ＰＣ・プロジェクター準備=望月メン 

     プロフィール掲載 

★ １泊研修プログラム 

     フリートーク・クラフトを予定 

★ 「らくらく車椅子登山」 

ジャンパー貸与=河内ワイズ・東Ｙの実行委員。 

他クラブ訪問実施。無線基地設置。 

のぼり確認。腕章購入=田中メン。ゴミ袋=横田会長。 

★ ５月・６月例会に関して 

コンセプトをメネット会に確認。 

★ ４月５日宮本君、長野クラブ入会式 

★ ３月献金納入期限 CS TOF FF BF 

★ 緊急動議 ＣＳ主任・阪和部長の六甲研修会費用補助

について。     承認・実行 

                

その他 予定 

  ３月２５日(土)・・・・居酒屋“なごみ”    

参加者 初田メネット・田中、尾北、佐古、大谷、

伊藤、藤井 

  ４月 ７日（金）・・・第２例会 

     ８日（土）・・・サウスクラブ５０周年記念  

１５名     

道案内・・望月、初田､正野､田中、横田 

    １５・１６日・・河内クラブ１泊研修 

六甲山 YMCA 

    ２３日（日）・・・「らくらく車椅子登山」 

    ２９日（日）・・・・居酒屋 “なごみ” 

 

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 

 

 

 

 

BF 台付切手を整理しました。 
 

皆様のご協力で、3 月１７日に使用済み切手の送付が完

了しました。 

今年は 1.8kg を、アジアエリアフィラテリーの福尾様

宛に送ることが出来ました。金額は僅かですが、無から有

を生み出し、切手を共に切ることでクラブの和が保たれ、

心が一緒になる大きなメリットがあります。 

まだまだ沢山の未整理の切手が残っていますので、機会

を選んで一緒に楽しく整理をしましょう 

 

ファンド委員長 藤井敬子 
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サンホームでは次のボランティアが活動中で

す。一度参加されてみませんか?。 
 

うた体操 

月に一度、昔懐かしい曲にあわせて足を使った体操をして

頂いています。参加される入居者も普段使う事が少なくな

っている手足を動かす事で、いい汗をかき、決まって最後

には笑顔になっています。 

カラーコーディネイター 

『色彩で人間は変わる事ができる』個人向けのコンサルタ

ントや雑誌『ケイコとマナブ』の誌上講師や各地でカラー

クラスを開講されている先生が高齢者の方も色彩でどう

変わるかと定期的に楽しく勉強になる講演を開いてくれ

ています。 

手話ボランティア(手のひらの会) 

デイサービスを利用されている聾の方に少しでも会話を

楽しんでいただく為に来て頂いています。手話が未熟な職

員も多く、大変有難く思います。 

演奏ボランティア 

葦ぶえやピアノ、ハープなど、演出を考えながらの演奏や、

実際それらの楽器を利用者さんが弾いて楽しんだりと、現

在不定期ですが活動して頂いています。 

朗読ボランティア 

アナウンサー業をされておられ、美しい声で感情を込めて

本を読んで頂いています。さすが!!私たちの棒読みの朗読

と全く違います。心地よくウトウトされる利用者さんもお

られますが・・・・・。 

お話の会(ねっこぼっこ) 

月２回隔週の土曜日に活動して頂いています。季節に合っ

た本のお話や歌などを豊な表現を活かしてお話をして下

さいます。民謡や踊りもあり、毎回勢いのある和やかなお

話です。 

ア・カペラサークル 

季節に応じた歌を敬愛高校の生徒が披露しに来てくれま

す。手の凝った歌詞カードも手作りで、女子高校生らしく

可愛く仕上がっています。歌の方も一度では終らず、必ず

アンコールがあります。 

ギター演奏(あんだんて) 

皆さんが知っている昔懐かしい歌をギターやハーモニカ

で演奏し、唄える歌は皆さんで唄いながら楽しんでいます。

2 ヶ月に一度の活動ですが、癒されるひとときを楽しみに

されております。 

介助ボランティア(デイサービス) 

デイサービスの送迎のお手伝いや入浴介助、入浴後のドラ

イヤーのお手伝いに来て頂いています。利用者さんもボラ

ンティアさんの顔を見るのを楽しみにされています。 

カラオケボランティア 

色んな施設を訪問され、サンホームには定期的に活動して

頂いております。昔の歌や今流行の歌を披露して頂いてい

るのではなく、利用者さんのリクエストや歌の唄い方など

を教えて頂き、1 時間では時間が足りません。 

お掃除ボランティア 

月２回の月曜日の朝”おはようございます”と元気な声で

入ってこられ、黙々とお掃除を始められ、３階フロアーを

綺麗にピカピカにしてくださいます。その合い間に入居者

さんとお話をされ、和ませて下さいます。 

喫茶ボランティア 

月～土曜日の午前と午後に美味しいコーヒーを入居者や

利用者に出して頂いています。雰囲気の良い BGM を聴き

ながらお話をし、和やかなひとときを一緒に楽しんでいる

事が、味を引き立たせるスパイスになっています。現在も

活動できる方を募集中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河内クラブ英文ホームページ」 
伊藤圭介 

 

６年位？前から望月さんからパソコンの指導を、初田さ

んから写真を得て発行している。クラブの特色を何とか出

したいと考え、写真にキャプションを附け、英文は極力少

なくして構成している。はばったい表現になるが、アメリ

カの写真雑誌“LIFE”を真似ている。外国向けを意識し

ているので、クラブの活動以外に日本の四季の移り変わり、

文化を紹介するのにも配慮している。これが案外外国に受

けており、世界から感想が寄せられる。と言ってもワイズ

メンの活動も“チャリティラン”、と“らくらく登山”が

ワイズメンズワールドに２回紹介されている。最近は馴染

みの薄いロシア、ドイツ、イギリスと云った国からもお便

りを頂く。発行依頼、必ず、国際会長からはコメントを頂

いている。 

最近のエピソード： 

ハワイのセントラル Y サービスクラブの会長、次期理

事の Mr.フィル サマーと云うワイズメンから、京都パレ

スの３５周年に出席しブラザーの締結をするので、そこで

会わないか、とメールが入った。所謂一度も会ってないメ

ルトモからの“出会い系サイト”の実現である。この光景

はホームページに紹介し、世界に発信している。 

インターネットは国境をビザなしに越えていく素晴ら

しい“道具”だがワイズメンズワールドは元々当然国境の

壁が無いが、インターネットで瞬時に情報を交換でき、見

ず知らずのワイズメンとの交流を可能にしている。アナロ

グの世界のようにデジタルはロマンが無いとよく聞くが、

フィルさんとの出会いのように“乾燥”したデジタルから

“情感”のある友情がアナログの世界として実現される。 

ホームページ： 

  http://www.hct.zaq.ne.jp/cpand205/kawachi/itosan/ 

 

Y's men's World の編集長からです。 

 
----- Original Message ----- 

From: Alan Wallington 
To: youngster 4 bcc list 
Sent: Friday, March 24, 2006 1:04 AM 
Subject: March Youngster 
 
Hi Friends 
Together with the latest issue of our club 
bulletin I would like to invite you to visit the 
IHQ web site at www.ysmen.org and look under 
'downloads' for a preview of the new edition of 
Y's Men's World. 
 
Happy reading! 
Wally 
wally@ysmen.co.uk 
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次期会長研修会 
 

3 月 18 日～19 日にかけて、六甲 YMCA で次期会長

主査研修会が開催されました。 

当日は雨と雪に見舞われ、大変寒い六甲でしたが、内容

は大変熱く熱気が一杯でした。各クラブ会長と部の事業主

査、及び部長はじめ部の役員が一同に会して次期の活動に

対する真剣な討議を行いました。 

 2 度目、3 度目の会長もおられますが、今日は初めての

会長を受けられた時と同じく緊張と抱負に胸を膨らませ

ての研修会だったと思います。 

 次期一年間を有意義に過ごして欲しいと思います。お役

目が終った時には楽しかった思い出が一杯残るような仕

事がしたいものです。 

 

 
佐野理事の開講挨拶 

 

 
阪和部の協議風景 

 

 

 

IBC 済州クラブからの便り 
 

済州クラブ IBC 委員長の宋 丁彦氏から 3 月 22

日付けの便りを受け取りました。 

 

いつものように美しい日本語で要旨は次の通りです。 

 

▽ 河内クラブ 30 周年行事への賛辞と記念誌を受

領して、特に初田さんのお働きに感謝します。 

 

▽ 済州クラブの 25 周年については、5 年後の 30

周年に集中して記念行事を行うことを正式に決

定。25 周年のための費用は、奉仕活動の充実

に用いる。 

 

ただし、クラブ内の簡素な記念式を４月 28 日

に行うので、プライベイトで来訪される方があ

ればご連絡ください。歓迎いたします。 

 
 

 

 

サンホーム居酒屋“なごみ”サポート 
記載 横田憲子 

 

３月のなごみ 

 ３月２５日（土）１８：００～１９：３０ 

サポーター：大谷メネ・伊藤メネ・初田メネ・佐古・ 

田中・藤井・横田 

 当日の参加者は総数で 40 名位でした。 

メニュー：うどん・たこ焼き・刺身・にぎり寿司・ 

フランクフルト・餃子・シューマイ 

 

当日ご参加の「いとす」様よりお礼の言葉を頂きました。

ランチョンマットにお書き下さり、さりげなくお帰りにな

られました。 

このようなお気持を頂くことはボランティアの最高の喜

びです。是非皆様と共有したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サポートのお願い    

 サンホーム喫茶ロビーが夜に居酒屋となる月１の土曜。 

入所者の方・ディーサービスの方・サンホームスタッ

フ・ワイズが１杯機嫌で交流できる日です。いろいろな

役割がありますので、河内ワイズのメンバーでお時間の

許せる方、東 YMCA で楽しみませんか。次回は４月２

９日（祝）です。        
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       「東大阪市長杯を終えて」 

 
3 月 18・19 日に花園ラグビー場にて東大阪市長杯が行われ、

東 YMCA の選抜チームがサッカークラスの代表として参加致しました。選抜チームは毎週土曜日に週 1 回の練習を意欲

的に参加し、更なる向上心がある子ども達を集めて年間とおしてチームとして活動してきました。 

今年度のチームを振り返ると様々なことが思い出されます。個人的ではありますが私自身が東 YMCA のサッカーを指

導し始めたのが今年卒業する子ども達が 1 年生の時でした。１年生だった子ども達と行った初めてのキャンプではサッ

カーをする事よりもキャンプ生活を過ごす事のほうが大変だった事を思い出します。４年生の時には京都で行われた

YMCA 中日本サッカー大会で決勝に進出し、惜しくも奈良 YMCA に負けました。子ども達と流したあの時の涙はいつ

までも忘れません。5 年生の時には更なる目標として東 YMCA では 5 年ぶりに全国大会に出場しました。結果は 1 勝

も出来なかったけどたくさんの目標が出来ました。最上級生として出場した全国大会は、これまでの練習した成果を発揮

して２勝することができました。 

 そして、子ども達と向えた最後の東大阪市長杯。大会中、自分達のサッカーがなかなか出来なかったけど、５位トーナ

メント準決勝・決勝ではいつも全力プレーの東 YMCA サッカーを全面に出してくれました。『第７回東大阪市長杯 ５

位トーナメント 準優勝』と子ども達の力が発揮された大会でした。 

これからも、ＹＭＣＡサッカーの本質をしっかりと捉え、子ども達とグラウンドでボールを蹴りたいと思います。皆さ

まのご声援よろしくお願いします！ 

                                 （菅 秀晃・大阪東ＹＭＣＡスタッフ） 

 
スタッフの動き 

１． 2006 年度業務運営組織と責任者体制 

  2006 年度業務運営組織は、法人および事業間の連携協働を図り、健全財政の構築に向かって、現行事業の運

営責任体制を小単位組織に分担する編成にいたしました。 

 

２． 3 月 1 日から 3 日間に亘り、新しいスタッフの研修会が大阪ＹＭＣＡ会館と六甲山ＹＭＣＡにて開催されまし

た。集合研修の終了した後、現場研修を続けます。 

 

３． シンガポール、台北ＹＭＣＡに、大阪ＹＭＣＡのスタッフが 2 年の期間で出向しており、現地に駐在されてい

る日本人のための活動を行っています。今年 4 月１日付でスタッフが交替します。 

シンガポールメトロポリタンＹＭＣＡ  

帰任  鈴木えみさん 東ＹＭＣＡ        川良昌宏さん 阿南国際海洋センター 

 着任  立山英展さん（現茨木ＹＭＣＡ） 

台北ＹＭＣＡ             

帰任  中井信幸さん 枚方ＹＭＣＡ    着任 菅田 斉さん（現北ＹＭＣＡ） 

 

 

 

 

 
 

新しい年度になりました。２００６年度のサンホームの体制は下記の通りになります。 

今年度もよろしくお願いいたします。 
 

２００６年度各事業責任者体制 
施設長  尾北 昇  

事務局  主任・濱添吉生 、副主任・月川智宏                      

施設ケア事業部  主任・秋山健二             

副主任・川口敦央（３階担当）石川慶子（４階担当）稲毛延香（５階担当）    

在宅支援事業部  主任・大塚由実 

主任・杉村徹、副主任・吉田絵理(地域包括支援センター担当)、  

副主任・宮原学(ケアプランセンター担当) 、 

主任・葛島経生(デイサービスセンター担当) 

副主任・坂之上範子(デイサービスセンター介護予防担当)、 

副主任・後藤敦子  (ヘルパーステーション担当)               

食生活創造室  主任・堂本隆子      

総合医務室  秋山健二（兼務） 

                   ＊新入職員も２名入っています。 辻井まどか、宮本貢 
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連載ＮＯ １８  

「私の独り言」      和田林杉江 
               

公園の猫柳も芽が出始め、枯れ枝に銀ねずみ色に風がひ

かっています。春の風邪で毛布にくるまり、こもってから

今日で幾日過ぎたのか、縄跳び、かくれんぼ等をしたこと

も、裸電球の下で繕い物をしながら母に教わった言の葉の

数々を思い出します。母の年齢以上に生かされることで、

一人感慨にふけっています。今までどれだけ多くの泣き、

笑い、また回り道をして来たことでしょう。一つの生命で

結ばれ、同じ生命を生きて、限りない縁に恵みを戴き、与

え合い、安らかに生かされるのを今更ながら感謝です。今

日を大切に生きることを、歳を重ねたせいか一層思います。

若い方たちの中に入らせて頂き、背筋を伸ばして心豊に、

好い繋がりを持って生きて行きたいものです。 

合掌 

(お詫び) 

この原稿は先月に頂きましたが、編集者の手違いで掲載

できませんでした。謹んでお詫びいたします。 

 

 

メネット会の報告 
伊藤 玲子 

司馬遼太郎記念館を訪ねて。３月５日 日曜日 
 

うららかな春の日、

道の両側に植えられた

菜の花に導かれるよう

にして期待を含ませな

がら司馬遼太郎の記念

館の門をくぐりました。 

ボランティアの方々が迎えて下さり、美しく手入れされ

た庭園は司馬遼太郎好みの雑木林風で、やはり菜の花が満

開でした。ガラス越しに書斎を見て安藤忠雄氏設計の記念

館へ。明るい春の日差しの入る総ガラスのカーブを描いた

回廊を進んで展示室へ。  

 作家のイメージを膨らませる空間を再現しているかの

ように高さ１１メートルの天井から左右の壁一杯に２万

冊の愛蔵書が整然と積み上げられている。ゆるいなだらか

なカーブを描くように書棚が設計されている為、公立図書

館のような堅苦しい重たい感じがなく広々とゆったりし

た大津波の空間に吸い込まれるようでした。展示ケースに

は自筆原稿や愛用めがね、ペン、バンダナがあり、現在

NHK 大河ドラマ“功名が辻”の原作者でもあることで生

前が偲ばれました。伝言板にあるとおり高い天井を見上げ

ると雨水のシミによるものか偶然か何と坂本龍馬の姿そ

っくりが薄茶色に滲み

出していたのが印象に

残っています。歴史作

家を見守っているので

しょうか。すっかり魅

せられてほっと一息。

館内でお抹茶とお雛様

の生菓子をよばれ早春

の香りを堪能しました。 

 昼食は八戸ノ里の駅前の「時しん」で惠美奈メネット主

査様の乾杯で創作和風料理を頂き３時までメンと共に楽

しい一時を過ごし

ました。東大阪市

出身の有名作家の

偉大さを訪れてみ

て発見出来たこと

を嬉しく思ってい

ます。 
出席者： 

惠美奈メネット主査、中野夫妻、横田夫妻、初田夫妻、田中メン、

藤井メン、大藪メネット、大谷メネット、伊藤メネット 

計１２名。 

菜の花忌 蔵書の宙
そら

に 迷い入る 
玲子 

 

ワイズメンズクラブ西日本区メネット事業 

YMCA 留学生支援プロジェクト 

全国 YMCA 日本語学校スピーチコンテストの報告 
西日本区メネット主任 管 美代子        

     
  いつもワイズダムへのご奉仕感謝申し上げます。さて

２月１９日（日）大阪 YMCA 会館にて開催されました「全

国 YMCA 日本語学校スピーチコンテスト」に多くのワイ

ズメン・メネットの皆様にご参加いただき、大盛況で終え

ることができましたことを深く感謝申し上げます。ここに

結果を報告いたします。 

  
＜最優秀賞＞奨学金５万円 
 熊本 YMCA 日本語学院   

 Kamal Karunaratne (カマル・カルナーラタナ) 

『子供の心を癒す人になって欲しい』 

 スリランカ・ガンパハ 

 

＜優秀賞＞奨学金３万円 
 大阪 YMCA 国際専門学校  日本語学科 

黄 子揚 (コウ・シヨウ) 

『日本に来てよかった』 台湾・台北 

 

 広島 YMCA 国際ビジネス   

専門学校日本語学科  

烏 日 (ウー・リー)    

『暖かい雪』 中国・内モンゴル    

 

＜ワイズメネット賞＞奨学金２万円 
 北九州 YMCA 日本語学校   

 北九州 YMCA 学院理工系日本語           

安 珍榮 (アン・ジョンヨン ) 
『心の壁』 韓国・ソウル 

 
姫路 YMCA 日本語学校    

胡 鑫昕 (コ・キンキン) 

『生きること』 中国・山東省     

 

 大阪 YMCA 学院 日本語学科      

 朴 美蓮 (パク・ミヨン) 
『韓国ブームが教えたこと』 韓国・釜山 

 

※     スピーチコンテストの様子と上記６名の発表内容を

ホームページに載せるべく現在準備中です。 

※     この中から３名程度、名古屋での西日本区大会メネ

ットアワーにてスピーチを発表していただく予定

です。交通費はメネット事業より、全額支給いた

します。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  丸尾 初子 １９４５年４月 ２日生                         

伊藤 圭介 １９３２年４月 ７日生           結婚記念日の方はおられません 

大谷美佐子 １９ＸＸ年４月 ８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  Y サ・ASF  

私たちの応援しようと思える理想の YMCA であり続ける為には、私達自身が YMCA をよく理解し、考

え、行動することが必要です。もう一度国際憲法・西日本区定款などを読み直しましょう。 

                          高橋秀樹  Y サ・ユース事業主任（京都グローバル） 
 

                     

              

４４月月－－５５月月のの予予定定  

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 

４月 29 日(土) 居酒屋 「和み」 

 

55 月月   
５月 ２日（火）第２例会 サンホーム 

５月１４日(日)東大阪ふれあいまつり 

５月１８日（木）例会 サンホーム６階 

メネット例会 

５月２５日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

５月２７日(土) 居酒屋 「和み」 

５月２７日(土) 次期役員・主査・会長会  

南 YMCA 

 

 

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 
 

桜の花も見事に咲き誇り輝かしい春の息吹を感じます。4 月は出逢いと別れの月です。今まで親しくしていた方と

お別れしたり、新しい友達が増えて自分の生き方や考え方に変化の出る出逢いが有るかも知れません。 

一期一会・会者定離 人生の避けられない道のひとつなのですね。若さ溢れる青年は希望と未来がありますが、特

に年輪を重ねた身には重たく感じるこのごろです。 

(M H)

 

第 10 回車椅子登山 

車椅子で登山をしよう

参加者募集!! 
参加費無料 

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 
締切 ４月 15 日 

電話 06-6787-3232 

 

車椅子を押していただける 

ボランテイアも募集しています 
 

 


