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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】 エペソの信徒への手紙 

夫たる者よ、自分の妻を自分自身のように愛しなさい。自分の妻を愛することは自

分自身を愛することである。 
― メネットへの想いを新たに ― 

 

 

悠々自適と行かないまでも・・・・ 
                         初田 稔 

 

 

春眠暁を覚えず。リタイヤしてからの睡眠時間は、

余程のことがない限り時間に縛られず、目の醒めた

時が起きる時です。その為に前日の夜更かしも気に

ならず大変自由である。本来、気ままな仕事をする

のが夢であったが、現実はまったく正反対の時間に

縛られ、他人の顔色を伺う仕事に就いた。理想と現

実は大きなギャップがあった。現在は好きなことを

好きなときに出来るという最高の環境で悠々です。 

(金銭的には悠々とはなかなか難しい・・・・・) 

生来「気が短い」と皆に言われ、自分自身もそうと思っていたが、

気の短いのは挑戦的で前向きの性格であると過日の新聞で発見した。 

非常に気分を良くして、私の性分も決して悪くは無かったと意を強

くした。しかし最近は「気が長くなった」と言われて喜んでもいた。

が気が長くなったと言うことは、挑戦意欲と気力の減退を示してい

るように思えて仕方がない。好々爺もいいのだが、いつまでも挑戦

意欲と何事にも疑問を感じ、全ての事柄にも興味を失わないでいた   

いと思っている。 
 

 

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        ８名 4 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 ４月分 ４月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ３０名 累計  33,800 円 0 円 32,300 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １３名 切手 ０pt 累    計 累    計 
４ 月 の 出 席 率 ８５.0％ ４月の全出席者 ４４名 累計 ０pt 970 円 152,418 円

 
 

 

５月例会プログラム 
５月１８日(木) 東 YMCA 

 
         司会  初田真佐子さん 

 

開会点鐘    大谷美佐子メネット会長 

メネットソング       一   同 

聖句朗読         望月治子さん 

ゲスト&ビジター紹介    横田 会長 

メネット主査挨拶  惠美奈メネット主査 

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         新本力子さん 

食事            一   同 

  

ゲストアワー       力石裕澄美氏 

    バンドネオンの演奏 
 

誕生・結婚祝  大谷美佐子メネット会長 

 ニコニコアワー   大薮メ&中野メさん 

ＹＭＣＡの歌        一   同 

閉会挨拶・点鐘 大谷美佐子メネット会長 
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  ４月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年４月２０日（木）18:30～2100                       記録 増石広之  

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・藤井・新本・中野・山内・ 

 

メネット 望月・伊藤・大谷・初田・中野・新本 

ゲスト＆ビジター 今井利子(なかのしま)・吉田全孝・(サウス)・ 

杉浦英・文子(奈良)芳澤博之・美耶子・鈴木えみ・(ゲスト) 

芳澤雅之（ゲストスピーカー）･ 

                          以上 30 名 

  

 岩坂君の司会で定刻に開会をしま

した。今月は人事移動があり、元連絡

主事宮本君が長野クラブへ行き、後任

に鈴木えみ主事が来られて、横田会長

の司式で入会式が行われました。 

 望月君より一泊研修会の報

告があり、研修会で検討され

た会則の資料を丸尾君より配

られました。又菜の花の種の

配布がありました。 

 らくらく車椅子登山の参加

者総数 160 名・参加車両３３

台・実施確認７時・集合９時などが確認されました。

本日も美味しい食事を頂き、

その後芳澤雅之氏による

「世界の石油・ガス事情と

中東情勢」のタイトルでパ

ンフレットの配布と、プロ

ジェクトを使っての説明は、

場内全員が引き込まれる、

石油・ガスの生産や消費だ

けでなく世界のお国柄など

もよく分かる、大変親切なスピーチでした。質疑応

答も沢山有ったが、例会では時間内にして、1F の

喫茶での交

流で続きを

伺った。誕

生日のお祝

いをした後、

伊藤&大谷

君でニコニ

コを回って

もらい、３

２ . ３ ０ ０

円でした。 

 
芳澤君のお父さんと叔父さん お母さんと叔母さん 

 
芳澤ファミリー 

 
本日は会長自ら喫茶のママさん 

 
寛ぐメネットさん 

 
弟さんのスピーチが終わりホッとした芳澤メン 

 
談笑する杉浦メン 
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４月例会にこにこ語録 (敬称略) 

記録 芳澤伸之 

 

「初田真佐子」 (^^♪ありがとうございました。 

「新本力子」  素晴らしかったです。 

     「山内信三」  サウジアラビアのお話しありがとうございました。アルコールが飲めないので、

やっぱり日本の方がいいなぁと思いました。 

「正野忠之」 弟さんを見ると、お兄さんより杉浦さんとよく似ていて杉浦さんが喋っているよ

うに聞こえました。 

「杉浦文子」（奈良）今日は雅之さんのお話しを聞かせてもらうのを楽しみに参りまし

た。こんなに真面目なお話しを聞くのは初めてです。（笑）いつも主人とお酒を飲み

ながら楽しいお話しばっかりなんですが、サウジに行かれた時好きなお酒を飲めなく

て心配しておりましたし、タイにおられる時は私たち四人でお世話になったり兄弟仲

良くさせてもらってます。 

「芳澤美那子」（ビジター）今日は次男は「どうしても来てくれ」、長男は「来てくれるな」と言っ

ておりましたが（笑）恐る恐る聞かせていただきました。本当に皆さんありがとうございました。 

「杉浦 英」（奈良） 私も５０年前石油会社に入りまして、その当時世界の石油の埋

蔵量は５０年間だと言われてました。しかし今日なんと１００年あるんだと聞き、年々

歳々増えていってるんだと勉強させていただきました。 

「芳澤博之」（ビジター）こういう席にお招きいただきありがとうございました。厚くお

礼申し上げます。今日は次男が話すのを初めて聞きました。が、どっかしくじるんじ

ゃないかと心の中でドキドキしていました。（大爆笑）私も商社マンで彼の先輩ですが、１ヤード

/セントという繊維の輸出をやっておりました。 

「芳澤伸之」  ありがとうございました(^^♪ 

「芳澤雅之」（ゲスト）もうチョッと喋りたかったんですけれどまた次の機会があれば別のお話しを

させていただきます。 

「横田憲子」 「お礼」を早速、献金箱へ入れていただきました。（拍手） 

     「望月 強」  今日は石油のお話しありがとうございました。感謝します。 

「岩坂正雄」  ご子息の晴れ舞台おめでとうございました。（笑） 

「吉田全孝」（サウス） いいお話しありがとうございました。日本っていう国は燃料

系の方は未来の希望がないですねぇ（泣）改めまして５０周年本当にありがとうございました。

本来ならば鉄谷・鈴木ョ・寺岡がお伺いする予定でしたが、私一人で失礼いたしました。また連

絡主事の鈴木えみちゃん、２年前までは南ＹＭＣＡで頑張っておられシンガポールで修行を積ん

でこられました。どうか河内クラブの皆さん可愛がってあげて下さい。 

「鈴木えみ」 桜とメリットになりますように頑張りたいと思います。３月までシンガポールに

いたんですが、サウジアラビアの又違う国のお話しが聞けてとっても楽しかったです。 

「今井利子」（なかのしま） 私なりのご奉仕ができないかと思っております。地球温暖

化に対して色々頑張っていますが、もうチョッとずつプラスしていきたいと思います。 

「中野義彦」 ２年ぶりに点鐘から点鐘まで出席することができました。これから頑

張っていきます 

「中野涌子」  こんばんは(^^♪ 私は日本で良かったと思うんですが、サウジでは

男性と女性の比率はどちらが多いんですか。 

（ゲスト） 昔は女性のほうが多かったみたいですが・・・ 

「望月治子」 今日はお兄さまありがとうございました・・・??? 

あっお兄さんちがうわ！！！ごめんなさい（大爆笑） 

「新本英二」 本日は奈良の方から遠い所ありがとうございました。 

「丸尾欽造」 芳澤家も国王さま、皇太子さまそろい踏みで本当にご繁栄をお喜び申

し上げます（笑） 

「尾北 昇」  エネルギーの問題に非常に興味をもっておりまして、空調代が今月

高いだとか、公用車のガソリン代が高いとか気になりますので、節約を心がけていきたいと思い

ます。 

「田中惟介」  喫茶の方でゆっくりお話しを聞かせてもらいたいと思います。 

「藤井敬子」 ひとつだけ質問させていただきます。サウジの男の人たちはみんな髭を生やして

いますし、日本の特派員の人たちも髭を生やしていますが、宗教上の何かがあるのですか？ 

(ゲスト) ハイ！皆さん髭を生やします。イスラム教は基本的に髪を切ってはいけないの    

が原則なので、髭を生やします。私も駐在している時に髭を生やしました。 
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「増石広之」 今日はエネルギーの話しとか、地理の話しとか多方面にわたって楽しい思いをさ

せていただきました。 

「佐古至弘」  良い話しをいただきましてありがとうございました。石油銘柄をいくらか持っ

ていますので、後でご質問させていただきます。 

「初田 稔」  本来ならば親子兄弟水入らずで過ごしてもらうところ、出てきていただきまし

てありがとうございました。私はホモではございませんが、髪切る髪が無くなりまして・・・！！！

ターバンよりトーバン・・・？？？が欲しいと思っております。（爆笑！爆笑！） 

「大谷美佐子」 息子が出光興産のタンカーに乗っておりますので、あの子が退職するまで石

油があるのかどうか心配になってきたのですが・・・大丈夫ですネ？ 

      （ゲスト・ハイ！大丈夫です）安心しました。 

「伊藤圭介」  家内の分とニコニコへ入れさせていただきます。 

 

本日のにこにこは３２，３００円でした。ご協力に感謝します。 

 

 

４月例会ゲストスピーカーよりのお手紙 

 
先日の大阪河内ワイズメンズ例会ではお世話になり有難うございました。 

  又、早速、例会のホームページを作成戴き有難うございました。ホームページでは芳澤・

杉浦の Reunion としての写真もあり、少々照れますが、素晴らしい記事を記載して頂き感

謝しております。 

  先日の説明会では、前置き部分の硬い話が少々長く、後半で時間が無くなり、皆様にご

迷惑をお掛けしたと反省しておりますが、皆様から有意義な話であったと感想を戴き、大

変嬉しく思っています。 

  今後、皆様と又お話しが出来る機会があれば、是非参加したいと思っておりますので、今後とも宜しくお

願いします。 

  大阪河内ワイズメンズクラブの皆様に宜しくお伝え下さい。 

  芳澤雅之 

 

 

 

(理事通信抜粋) 

ワイズメンズクラブ国際協会 西日本区 

 

 
２００５－２００６期 

【ＶＯＬ．１１   ５月号】２００６年５月１日発行 

 

“すすめ、愛と勇気をもって” 

“Ｇｏ Ｆｏｒｗａｒｄ ｗｉｔｈ Ｌｏｖｅ ａｎｄ Ｃｏｕｒａｇｅ“ 

西日本区理事 佐野文彦 

 

4 月 10 日に締め切った「ＩＨＱ移転に賛成か反対か」の投票結果が発表されました。昨年のＩＣＭで

承認された「ＩＨＱをジュネーブからプラハに移転させる動議」に対する賛否の投票でした。 国際で

の有効投票総数は 578 票、白票：3 票 

        ●プラハへの移転を認めるもの ：186 票 

        ●プラハへの移転を認めないもの：389 票 

 西日本区では 58 票の有効投票のうち 55 票が、プラハへの移転を支持していただきました。東日本

区では有効投票 48 票のうち 45 票がプラハへの移転に賛成でした。これまで献身的に尽くされたＩＨ

Ｑ移転問題調査委員会の方々や国際執行役員の皆様のご労苦に対し、心から感謝申し上げるとともに労

をねぎらいたいと思います。  
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 第 31 期第 11 回役員会  
２００６年４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  LT 

 
出席者 横田・初田・望月・田中・増石・芳澤・佐古・

新本・丸尾・尾北・鈴木・藤井・大谷・ 

5 月例会 5 月１８日（木）６：３０～９：００ 

サンホーム  担当：B グループ 

望月・新本・箕浦・大薮・丸尾・尾北・和田林 

 

ゲストスピーカー 

    力石裕澄美氏・ 

バンドネオンの演奏 

 

5 月例会役割分担 

 司 会  初田真佐子君  聖句朗読 望月治子君 

 食事手配 大谷美佐子君  食膳感謝 新本力子君 

 ニコニコ 大藪暢子君・中野涌子君    

 

6 月号ブリテン原稿担当 

こーひーぶれいく      芳澤伸之 君 

役員会報告         田中惟介 君  

例会報告          伊藤玲子 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) 岩坂千種さん 

にこにこテープ起し     初田 稔 君 

巻頭言           横田憲子 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ ５月例会プログラム検討 
  力石裕澄美氏によるバンドネオン演奏と恒例のメンによる  

  メネットへのサービス。 

  会場レイアウトは担当とメネット会長の打ち合わせ。 

  テーブル用花はメネット会で準備。 

  飲み物の手配を担当で決定・手配する。 

★ “らくらく車椅子登山”評価会報告・今後の課題 
芳澤メンから評価会の記録を配布。 

★ 退会の方・入会希望の方・功労会員について 
「功労会員」  (Senior Service Members) 

長年クラブのために尽くしてきた功績著しい会員を、クラブ

の承認を経て、理事に届け出て功労会員の地位を贈ることが

できる。功労会員は例会出席義務を免除されるほかは、正会

員と同じ権利、義務をもつ   「 ロースター」 より抜粋 

  功労会員の適用を至急検討、早急に結論を出す。 

会長・ＥＭＣ事業委員長に委任。 

★ ＥＭＣの新しい取組み  
５月例会から早速開始する。   

★ らくらく車椅子登山リポートを西山Ｙサ主査へ提出。
丸尾事業委員 

★ その他 
４月２９日･・･障害者と共にテニス 

“なごみ”   参加予定：佐古・初田・横田・藤井・伊藤・

尾北・鈴木・田中 

  ５月 ２日・・第２例会 

  ５月１４日・・東大阪ふれあい祭り ウエルネスに支援金 

  ５月２５日・・役員会 

  ５月２７日・・次期阪和部 主査・会長会(南ＹＭＣＡ) 

       “なごみ”上記と行事が重なる為、人的手

配を事前に調整する。 

 

 

 

 

 

 

「誠に申し訳ありませんが、 

本日は臨時休業いたします。」 
店主敬白 

 

阪和部テニス大会報告 
芳澤伸之 

 

第８回阪和部ワイズメンズクラブテニス大会（障

害者と共に）が２００６年４月２９日（土/みどりの

日）１０：００～１５：００、シーサイドテニスガ

ーデン舞洲にて開催された。 

３０名のプレイ参加者

と１９名のサポーターに

て大会が繰り広げられ、

コート内は大きな歓声・

笑い声の中軽やかにテニ

スボールが飛び交った。 

 さすがに三浦メン（サザ

ン）をはじめとした西山メ

ン（長野）・中島メン（紀の

川）らの進行の手際の良さ

には驚かされる。また和歌

山クラブのメネットさんを

中心とした給水・お弁当管

理・懇親会の準備にも感謝を捧げたい。そしてパソ

コンを駆使して会計・名札の作成等にご尽力をいた

だいた東メン（サウス）の協力には頭が下がる思い

だ。 

まさしく結束ある“阪和ク

ラブ”と云われる由縁だろ 

う。 

懇親会は残念ながら雨の

ため、クラブハウスで行な

われたが、惠美奈阪和部長

司会のもと楽しいひと時を

過ごさせていただいた。 

リタイアする人もなく無事に終えることができ、

サポーターの皆様方をはじめとした結束ある大会に

感謝申し上げたい。皆様本当にご苦労様でした。 

 

 
参加者の記念写真 
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サウスクラブ５０周年祝会報告 
２００６年４月 8 日(土) 

大阪国際交流センター 
文責 初田 稔 

２００６年４月 8 日(土)に大阪サウスクラブの

50 周年記念会が開催されました。当日は大変風が

強く、空は黄砂で被われ、太陽が黄色くボヤケて見

えるほどの天候でした。 

  

しかし、会場の国際交流センターは熱い熱気が充満

していました。会場の正面には、この度 50 周年の

記念として南 YMCA に寄贈する車「ボンゴ」がデ

ンと飾られ雰囲気を醸していました。 

 祝宴に先立ち、50 年の長きに亘るチャーターメ

ンバーの表彰があり、山口さんと吹留さんのお二人

が表彰され、参加者の拍手で祝福を受けました。本

当 に 長

ら く の

ご 奉 仕

に 感 謝

い た し

ます。 

続いて南 YMCA の館長への車の贈呈

式があり、大きな金のキーが渡されま

した。 

西田先生の講演は

色々な角度から我々

の心についてのお話

をされ、時間が短い感じがしまし

た。 

 

50 周年の祝宴は鉄谷さんと鷲谷さんのコンビの

司会で開会され、内外の 200 名を越える参加者で

大いに盛り上がりました。当日は西日本区の役員会

も行われていましたが、柴田

直前理事が西日本区役員の

代表で参加されていました。 

河内クラブからは数名が

お手伝いとして、最寄の駅や

辻に立って会場への案内を

させていただきました。多少のお役になったでしょ

うか。 

閉会の金会長のご挨拶に、河内クラブへのねぎら

いと感謝の言葉がありましたが、本当に嬉しく思い

ました。これが親クラブの心遣いだと感激いたしま

した。サウスクラブの 50 周年本当におめでとうご

ざいました。心からお祝い申し上げます。 

 
会場の風景 

 

 
森乃福朗師匠と記念撮影 

 

 
当日のエンターテナー 

 

 
サウスクラブメンバーの晴れ姿 

 

 
お疲れ様でした。本当におめでとう 

 

 

 大阪サウスクラブさんより御礼の FAX が入りま

した。 

 

昨日は当大阪サウスクラブ５０周年に多数ご出席

頂き感謝申し上げます。皆様の暖かいお気持ちをた

くさん頂戴し感激しております。叉、この度はわざ

わざ道案内の労を頂き感謝申し上げます。これから

も大阪サウスクラブの活動にご支援・ご協力をよろ

しくお願い申し上げます。貴クラブの益々のご発展

を祈念し、取り急ぎ御礼まで。 

 
 ２００６年４月９日             

５０周年記念例会式典委員長 鈴木良洋 
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第 10 回 らくらく車椅子登山 
生駒山らくらく登山道 

２００６年４月 23 日(日) 

                記録 正野忠之 

 

４月２３日、

当日の天気が

心配されまし

たが、みんな

の願いが実り、

心地よい青空

のもと１５名

の車椅子利用者と１５０名のサポートスタッフによ

る第１０回の「らくらく登山」が無事に実施されま

した。河内クラブのメンバー、ＹＭＣＡ・サンホー

ムのスタッフ

に加え、サウ

スクラブ、奈

良クラブ、ヴ

ェクセルクラ

ブのみなさん、

意岐部中学の

先生と生徒、

一般参加者・保護者・家族のみなさん、パークレン

ジャー、オンブズマン、そして今回初参加となった

「ザ・リッツ・カールトンホテル大阪」のみなさん、

本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございま

した。 

 今 回 は と こ

ろ ど こ ろ で パ

ー ク レ ン ジ ャ

ー の み な さ ん

が 自 然 観 察 の

ガ イ ド を 引 き

受 け て く だ さ

ったり、お弁当

を休憩所まで

運び込むこと

で参加者の負

担を軽減する

などの新しい

試みもいくつ

かなされまし

た。 

 特筆すべきは「ザ・リッツ・カールトンホテル大

阪」のみなさんとの出会いではないでしょうか。彼

らは社内ボランティアグループとしての活動を始め

たばかりで、ＹＭＣＡの存在を偶然知り、ＹＭＣＡ

から「らくらく登山」の存在を知って参加を希望さ

れました。総支配人を含め１３名の若い人たちの参

加は、新しいエネルギーを得たような気がします。 

偶然の出会い・・・交流の輪が広がった今、それを

継続し発展させていくことで、「らくらく登山」は河

内クラブの柱としての価値を生み出すのでしょう。 
 

 

 



 大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００６年 ５月報  
 

－8－ 

 

       「2006 年度スタート！」 

 
 

 桜も散り本格的な春のぽかぽか陽気とは言い難い程寒い毎日が続いていますが、東ＹＭＣＡは 4 月より若

返り、（スタッフ平均年齢 05 年度 30.25 才→06 年度 28 才）フレッシュアンドエネルギッシュでスター

トを切りました。昨年からは菅さんと細田さんが引き続き、南から高橋さん、シンガポールからは鈴木とい

う面々で 2006 年度スタートを切りがんばっております。また受付事務の大島さんも旦那さんの東京転勤に

つき退職されまして、新しく大野さん（枚岡在住）に 6 階受付のおかあちゃん・東の顔として働いていただ

くことになりました。 

 5 月 3～5 日には箕面教学の森で野外ボランティアリーダー研修会とリーダーズクラブキックオフミーテ

ィングを実施、5 月 13 日にはふれあい祭り、5 月 28 日には生駒山麓公園でウエルネスデイを予定してお

ります。ヨハネの福音書 17 章 21 節『みんながひとつとなるために』を具現化しながら、毎日のクラスや

これらの地域活動を大切に日々奉仕していきたいと考えています。 

 

 

 自己紹介 
  

鈴木えみ (大阪東 YMCA 所長代理) 

 
1972 年ドイツハンブルク生まれ 大学在学時に大阪西ＹＭＣＡ水泳研究生として 4

年間在籍。その後大阪西・南そしてシンガポールメトロポリタンＹＭＣＡを経て東ＹＭＣ

Ａに着任となりました。ただいま 4 方位でいきますと、「東」「西」「南」と 3 つを制覇！

シンガポールの多種多様な文化と宗教観の中で 2 年間生活をし、自分とは違った価値観の

中に身を置くのが今は好きで、また将来そんな中で生活をしたいと思っています。 

東大阪も私にとっては今までインプットされていなかった「異文化地域」ですのでとっても面白くそして

楽しくお仕事させていただいております。これからよろしくお願いいたします！！ 

 

 

 

 

 
 

らくらく登山有難うございました。皆様のご支援により特養入所者（8 名）デイ利用者（5 名）が楽しい

一日を過ごすことが出来ました。感謝です。戻られてからも体調を崩されることもなく、施設あるいは在宅

で元気に過ごされています。   

 

また、5 月には、久宝寺緑地で公園散策を楽しむ予定です。 

（5 月 21 日（日）久宝寺緑地ヒーリングガーデナークラブの支援） 

 

 

 

 

5 月のゲストのご紹介 
 

力石裕澄美(ちからいし ひとみ)氏 

 

 バンドネオン奏者 

5 歳よりピアノを始める。２００３年よりバンドネオンを小松亮太氏の楽団などで活躍する早

川純氏に師事。 

京都を中心にタンゴ・シャンソンの伴走・アンサンブルなどで活躍中。 
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連載ＮＯ 19  

「いちごの独り言」     伊藤玲子 
               

童謡「りんごのひとりごと」の替え歌です。ご存

知の方は歌って下さいね 

 

♪ 私は真っ赤ないちごです。 

お国は遠いいちご畑、 

大きくなった晴れた日に、 

はるばるケースに詰められて 

トラックに揺られて着きました。 

みんな みんな みんな 

どうしているだろう、ひとり言 ♪ 

 

小学唱歌、童謡を口笛奏者、

もく まさあきさんの曲に

合わせて歌ったり、月一回の

童謡レストランで 2 時間た

っぷり大声で参加者全員で

歌うことが私にとって一番

楽しい子供の頃に戻った感

慨にふけるひとときです。誰

にも負けない大声でお腹か

ら発声するように指導され

るので、ストレス解消、優し

さと元気をもらっています。 

 四季折々の日本の抒情歌を味わい歌える幸せに感

謝しています。 

 

 

一泊研修会 六甲 YMCA 
２００６年４月 15 日(土)～１６日(日) 

文責 初田稔 

 今年も恒例の一泊研修会が行われました。今年は場所を

六甲 YMCA に設定し、11 名の参加でした。当日は大変

寒く、また風も強くて一見嵐のような空模様でした。 

 集合時間の 3

時には殆どが揃

い、池田所長の

指導でレザーク

ラフトを楽しみ

ました。第 2 研

修 棟 で レ ザ ー

(牛の皮)のキー

ホルダーの製作

です。それぞれ

が自分の好みで

色々な模様やア

ルファベットの

名前をデザイン

して、皮に刻印

するのです。10

人 10 色、一字

一字丁寧に刻印

する人、大雑把にデザインする人、それぞれの性格がよく

表れます。 

一人 3 個のキーホルダーが仕上がったのは食事前の 6 時

頃でした。各自が自作の作品を自慢しながら夕食になりま

した。 

 夕食は池田所長の特別の計らいで、食堂の奥の特別室で

頂きました。美味しい料理とワインで心豊なひと時を過ご

しました。食事をしながらもクラブの活性化についての議

論がなされ、ワイズはどこに行っても何をしててもクラブ

のことを考えているのが良く判りました。 

食事の後は別室で EMC についてのお話です。メンバー

増強は 3 人や 5 人の増強を考えるのではなく、目標は

100 人という夢のような考えも出て、大いに盛り上がり、

日付が変わったのでようやく区切りとなりました。 

話し足りないメンバーは各部屋で 1 時半か 2 時頃まで話

をしていたようです。 

あくる日は朝食の後、持参した使用済み切手の整理です。

適当に時間つぶしの心算が、切手を切り出すと止められな

くなる傾向があり、結局は 11 時頃まで切手の整理をして

散会しました。大変有意義な研修会であったと思います。 

色々と便宜を図ってくださった池田所長と、お手伝いを頂

いたスタッフの皆さんに心からお礼を申し上げます。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  正野 忠之 １９５８年５月  ３日生         中野義彦＆涌 子夫妻 ５月 １日 

                            山内信三＆たりほ夫妻 ５月２７日 

増石広之＆民 子夫妻 ５月２９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  LT  

ワイズリーダーはクラブ･部・区レベルの如何を問わず全員が事前に充分な研修を受け、任務の遂行に

努めなければなりません。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。 

                             佐野文彦  西日本区理事（四日市クラブ） 
 

                     

              

５５月月－－６６月月のの予予定定  
 

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 

５月２７日(土) ２００６年会員大会 

大阪 YMCA 

６６月月   
６月 ２日（火）第２例会 サンホーム 

６月１０日(月)～11 日(日) 西日本区大会 

         名古屋国際会議場 

６月１５日（木）例会 サンホーム６階 

６月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

６月２４日(土) 第４回・第１回評議会 

          合同懇親会 楓林閣 

６月２４日(土) 居酒屋 「和み」 

 

 

 

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 
 

GW・9 連休で海外旅行とか、行楽地の案内や道路の渋滞の予想、交通手段の状態を連日テレビやラジオで放送し

ています。現役の頃は長い連休は大変楽しみであった。正月休みのように行事があるわけでなく、自由に休みが使え

たのが嬉しかった。(記憶がある。) 

混雑しているのを承知で出かけたのを思い出す。今は、混雑を避けて出かけられる。嬉しいような寂しいような気

持である。 

                                             (M.H) 


