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２００６～２００７年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「すべての活動は EMC に続く」                望月 強  
阪 和 部 主 題「この先を見よう!!」 広野にワイズの旗を立てよ!          田中惟介（大阪河内クラブ） 
西日本区主題「一人はみんなのために、みんなは一人のために」        森本榮三（大阪高槻クラブ） 

     One for all 、all for one     
ア ジ ア 主 題「Participation and Inspiration」参画、そして感動を!            Lee Joo-Min(韓国) 
国 際 主 題「Active Participation with Love」愛をもっても積極参加       Choi Han-ki (韓国) 
 

 
  【今月の聖句】 ヨハネによる福音書 15 章 5 節 

わたしは武道の木、あなた方はその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていれば、そ

の人は豊に実を結ぶ。      ― 私たちはワイズダムという木につながって連帯していることを再認識しましょう ― 

 
集中豪雨による被災地の皆さまに心よりお見舞い申し上げます 

九州部の皆さま、がんばって下さい！！ 
                        副会長 丸尾欽造 

細長い島国。その背を山脈が走る。山岳に比して平地が

過少な地形は、豪雨を滑り台に乗せる。何度も繰り返し発

生する列島水害。 

７月、停滞する梅雨前線による記録的な集中豪雨が長野

以西の西日本各地に大きな災害をもたらした。土石流、地

滑り、崖崩れや道路崩落の発生、河川の能力をはるかに越

えた流域での氾濫による浸水や局地的な集中豪雨を捌きき

れない地帯での浸水など、自然災害のすさまじさをメディアが伝えた。尊

い人命が一瞬に奪われたのをはじめ、家屋の流失や崩壊、生活基盤を潤し

支えていた家財や商品の喪失、そして地域社会の機能をマヒさせてしまっ

た。 

西日本区内は例外なく連日雨で覆い被されたが、とりわけ鹿児島、熊本

両県の被害は大きなものがあったと伝えられている。九州部をはじめ各地

の皆さんご無事でしたでしようか。心よりお見舞い申し上げますと共に、

被災の地に神のお恵みとワイズのお働きがありますようにとお祈りいた

します。 

戦後間もない昭和２５年秋、何の前触れもなく激しい風雨が降り始め、

やがて付近一帯が浸水しはじめた。冠水を避けて家財を移動。階段を伝っ

て二階から強烈な風が吹き下ろしてきて、上がってみると屋根の一部がは

ぎとられそこから風が吹き込んでいた。これが関西を襲った「ジェーン台

風」だった。正確な気象情報の把握と伝達手段が発達していなかった当時、下水道や河川の整備ができていないなど荒廃

した時代の苦く恐ろしい経験であるが、「ノアの方舟」は西方の物語ではないような気がする。 

 

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        ９名 ７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 １３名 現金 0 円 ７月分 ７月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ３２名 累計  0 円 0 円 26,127 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １３名 切手 ０pt 累    計 累    計 
７ 月 の 出 席 率 ９０.0％ ７月の全出席者 ４５名 累計 ０pt 0 円 円

 

８月例会プログラム 
８月 27 日(日) 東 YMCA 

第１部 
         司会  尾北 昇君 

開会点鐘          望月 会長 

ワイズソング        一   同 

聖句朗読          丸尾欽造君 

会長の時間         望月 会長 

インフォメーション     各 担 当 

入会式           望月 会長 

入会者挨拶          新入会者 

誕生・結婚祝        望月 会長 

 

第２部 

        司会  鈴木えみ君 

食前感謝          新本英二君 

食事            一   同 

ゲスト&ビジター紹介    望月 会長

パフォーマンスタイム 

オークション        菅・正野君 

ＹＭＣＡの歌        一   同 

閉会挨拶・点鐘       望月 会長 
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  ７月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年７月２０日（木）18:30～20:30                       記録 山内信三 

出席者(敬称略) 

メ ン 横田・岩坂・増石・佐古・望月・芳澤・丸尾 

   伊藤・尾北・藤井・正野・箕浦・山内・鈴木 

   新本・中野・ 

メネット 望月・伊藤・初田・新本・田中・中野・大谷 
ゲスト＆ビジター 今井利子（なかのしま）・上田晴繁（紹介）

松岡虔一（サウス）・・遠藤通寛・典子（泉北）・内田

勝久（奈良）小滝雅（リーダー）宮本・田保(入会者) 

以上 32 名 
 

望月新会長の開会点鐘により定

刻に始まりました。 

会長メッセージでは日本 YMCA同

盟 か ら 永

年 に わ た

って Y’s メン、YMCA 会員

として活躍されて来た新本

英二君、佐古至弘君、増石

広之君の三氏に対して贈ら

れた「青少年奉仕賞」が同

盟委員長に代わり尾北館長

から贈呈された。 

インフォメーションでは

９月３日（日）に予定され

ている花園ラグビー場を会

場にした阪和部会への協力とラグビージャージの

PR、東 Y リーダーのシンガポールとスリランカへ

の派遣、阪和部広報について、西日本区が提唱して

いるユースワンコインボックスへの協力、「YMCA

安全の日」となった井藤朋子さんの事故から 30 年

が経過し、遺族宅に訪問した件等が報告されました。 

 続いて、田保尚芳君と宮本桂子さんの入会式が紹

介者の望月会長、横田さん、前期の阪和部 EMC 主

査遠藤夫妻の立会いのもとに、会長の進行により厳

粛に執り行われま

した。宮本さんは元

YMCA リーダーで、

田保君は 23 才の

元気印の若者です。

明るく前向きな二

人の入会スピーチ

は心強く河内 Y’s
メン、メネットの温かい拍手で迎えられました。 

 続いて、横田前会長と大

谷前メネット会長に感謝

の花束が望月メネット会

長から渡されました。 

 食後は前期決算報告と

新年度予算が報告され承

認されました。昨年度は

30 周年記念事業があり、

講演会、記念誌、記念祝会

と出費もかさみましたが、

全般に健全な収支で 117

万円強の繰越金を新年度

に繰り越すことが出来て

います。 

 続いて事業とプロジェ

クト報告がロビー展、地域奉仕、交流事業、Y サに

ついて、担当委員長から報告されました。１年を振

り返ると東 Y、サンホームを柱に巾広い地域での奉

仕活動があり、また大阪 Y 全事業への協力、阪和部、

西日本区の関連事業と多くの事業が報告されました。

臆することなく今後も取組んでいくと共に、それぞ

れの事業へのメン、メネットの関わりと協力に対し

て各委員長から感謝の言葉が述べられました。 

 誕生・結婚祝いとニコニコアワー．YMCA の歌と

つづき、閉会点鐘で無事終了しました。 

緊張気味の望月会長 
 

田保さん、宮本さん入会おめでとうございます。 
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７月例会にこにこ語録 (敬称略) 

記録 岩坂正雄 

 

丸尾欽造 （テレコのスイッチが off になっていまして失礼。

きっといつものユーモアたっぷりの金言だったと思

います） 
内田勝久(奈良) また、奈良の方へ遊び

にいらしてください。 

今井利子(なかのしま) ご

入会おめでとう。お二人

の入会で河内クラブは若

返りましたね。 

松岡虔一（サウス） ８月

の納涼例会は日曜日ですが、堺の教会

奉仕を早々に切り上げて駆けつけま

す。 

遠藤典子(泉北) 楽しい

ひとときを・・・・ 

遠藤通寛(泉北) 最近は家内の化粧ま

わしが一回り大きくなって頼

もしいです。(これは罰金発言) 

横田憲子 楽しいワイズライフの一年でした。 

望月強 チョッと勘違いをしましてご迷惑をおかけ

しました。 

大谷美佐子 メネット会の活動報告を初田さんに出   

しました。これからのメネットの活動をきた

いしています。 

正野忠之 部会の成功のために頑張

りましょう 

宮本桂子 心温まる入

会式を有難うございま

した。 

伊藤圭介 お二人の入

会式で素晴らしい EMC 例会でした。 

中野義彦 今日も出席できました。 

新本力子 新入会おめでとうございます。 

初田眞佐子 誕生祝いを有難うございます。主人が

和歌山クラブ訪問のために、私一人の例会出

席もいいなぁ!  (これは罰金発言!) 

中野涌子 (録音不全 すみません 記録者) 

田中加代子 右手の骨折で不自由し

ています。主人の部長スタート

の時に申し訳ないと思ってい

ますが、よく助けてくれていま

す。 

伊藤玲子 お二人のご

入会、心よりお喜びいたします。 

新本英二 お二人のご入会にあたっ

てお話をしたいことが沢山あります

が、時間が無いのでいずれまた書き物

で。 

小滝 雅（リーダー） シンガポール行き

のためにお授け下さって有難う

ございます。 

鈴木えみ 海外派遣の二人のリーダー

のためにお支え下さり感謝いたします。 

藤井敬子 会計を担当いたしますので、私の顔を見

たら会費納入を思い出してください。 

芳澤伸之 新入会の宮本さんとは姉弟、田保君は良

き子分として歓迎いたします。 

佐古至弘 ７５歳になり YMCA 活

動暦５５年、お陰で青少年奉仕賞を

いただきました。 

増石広之 私も青少年奉仕賞をいた

だき光栄です。昨年度の会計決算を

承認して下さって有難うございます。 

箕浦泰之 久し振りに出席したら、新入

会員にお会いして嬉しいです。 

尾北 昇 サンホームへの奉仕をよろ

しく。 

岩坂正雄 ご協力有難うございます。 

山内信三 宮本さん、田保さんご入会おめでとうご

ざいます。 

 

本日のニコニコは２６，１２７円でした。シンガポ

ールとスリランカに派遣されるリーダーのために用

いられます。 

 
(録音不全、テープ起こし不慣れで不完全な語録と成り申

し訳ありません。  記録者) 

 

 

 

 
部会のアピールをする望月・芳澤両君 

 

 

 
バッチの装着は直前主査の遠藤さんと奥様 
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大阪河内クラブ 決算報告書 
2005.7―2006.6 

 
一年間有難うございました。会計のお二人に感謝いたします。 
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2005-2006 活動報告 
 

メネット会長として      大谷 美佐子 

８月・・・・納涼例会の食事作り 

念例会  
（記念品手作り及び当日手伝い） 

１２月・・・クリスマス例会において、メネットコーラス 

２月・・・・サンホームにて、車いすの清掃・整備手伝 
（約 25 台） 

３月・・・・勉強会・懇親会 （司馬遼太郎記念館） 

４月・・・・らくらく登山 

５月・・・・メネット例会 

 その他、サンホームの大掃除・ロビーの喫茶手伝い 

 

 

直前会長として       初田 稔 

直前会長としての活動は現会長のお手伝いとバックアッ

プが使命と考えていましたが、思い出しても殆ど活動が出

来ていなかったように思います。横田憲子会長にはお力に

なれず申し訳なく思っています。 

 

ブリテン委員として     初田 稔 

笹川桂子ブリテン委員長が体調不良で退会しましたので、

代役として委員長をつとめましたが、従来のような代わり

映えのしない紙面になりましたことをお詫びいたします。

無事に発行できました事を良しとして、自己満足をしてい

ます。 

次期もブリテン委員長をさせていただきますが、私が委員

長をしている限り大きな紙面の変更は出来ないと思いま

す。斬新な紙面は次の委員長に期待してください。 

 

会計監査として       初田 稔 

佐古至弘会計や増石広之会計がしっかりと帳簿をつけて

くださいましたので、凄く簡単に監査をすることが出来ま

した。報告どおり収支に間違いのないことを報告いたしま

す。 

これ以外にも色々な場面で少しでもお役に立てましたこ

とを感謝いたします。 

 

 

地域奉仕事業活動報告  芳澤 伸之 
★H１７．９/４（日） サンホーム大掃除の協力 

★H１７．１０/２３（日）  

東ＹＭＣＡ祭りの開催協力 

★H１７．１１/２０(日)及び H１８．１/２９(日) 

  レインボークラブの協力 

(^^♪H１８．２/１２（日） 

  サンホーム車椅子清掃クリーン隊結成・実行 

★H１８．２/２６（日）   

ふれあいサロンへの参加・協力 

★ H１８．４/２３（日）   

 らくらく車椅子登山の開催 

★ H.１８．５/１４（日）   

東大阪ふれあい祭りのお手伝い・協力 

(^^♪H１８．１/２８（土）より 

毎月最終土曜日、居酒屋「和み」の開催・協力 

★は継続事業 

(^^♪は新規事業 

 

 

ファンド委員今年１年     横田憲子 
元メンバーの田中弘さんをご存知の方も多いと思

いますが、昨年の３０周年記念・東Ｙまつりにはお

越し下さいました。昨年末にはみかん箱一杯の使用

済み切手をクラブに届け下さり、私達にＢＦ献金の

大切な心を頂きましたのに、今年６月に病気のため

旅立たれました。ご家族の皆様もＹＭＣＡの方々そ

して佐古さんもまさかという思いだったようです。 

今、この切手を整理して、フェラテリストのフク

オＹｓに送るのが私達に与えられた役割と感じてお

ります。出来る限り、この田中さんの思いのこもっ

た使用済み切手の整理にご協力よろしく御願いいた

します。 

クラブファンドのジャガイモ・カボチャは９：１

の割合で注文する予定です。頻発する人間の力で防

ぎようのない天変地異の災害支援をさせていただく

ためにも、資金作りに皆様のお力をお借りしたいと

願っています。 

この１年、何かと皆様にご迷惑お掛け致しますが、

よろしくお願い申し上げます。 
 

英文ホームページに就いて。  伊藤 圭介 

河内クラブホームページを作っているうちにだん

だんと内容が変わっていくのがお判りと思います。

つまり試行錯誤をしながら、工夫も加えていると、

皆さんに受けを狙うよりはホームページに主張を持

つようになってきています。今までのホームページ、

ブリテンの枠をはみ出しているのは承知の上です。 
然し、基本ははずしていません。最小の情報は世

界へ発信しています。私はこのホームページにワイ

ズメンの心を入れるのが、飽きずに世界のワイズメ

ンに見て頂けると気付いたのです。気負いもありま

すが、自身の今までのワイズメンライフも回顧に入

れているのもその一つです。その事を通して世界と

交流する機構を備えている、ワイズメンズクラブを

強調している積もりです。ワイズメンズクラブの醍

醐味は世界のワイズメンズクラブと交流する事です。

つまりブラザークラフﾞをもつ必要性の起爆剤にな

れば幸いです。 
自分の感動した、又心に刻む諺を発見しますと、

それを共有し、お互いに心を磨く糧にして、奉仕に

生かしていければと、この歳になりますと考えるよ

うになります。その為には奉仕の心を養うのにぴっ

たりの金言を探すのに少し苦労します。自分にピッ

タリと心にふれる金言に出会いますとハッピーにな

ります。つまり金言を受け入れますと自戒の心が育

ちます。 
ワイズメンの心と同時に日本の心も発信するよう

に心がけています。「花」「祭り」「風習」などを

入れて日本人の誇りを伝えたいと自負しています。 
つまり日本文化です。文化とは伝統のある情報と心

が重なり会わないと文化とは言えません。日本人の

ワイズメンから世界へ発信するホームページである

限りこのように考えて編集しております。 
整理しますと、”ワイズメンの心” ”日本の心”

を発信するのが目的です。 
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第５回 サンホームチャリティロビー展報告          実行委員長  山内 信三 

１．対象作品   第１部 写真（四つ切 額装）  第２部 書・絵画・クラフト・その他 

２，テーマ    自由課題 （作品には全てタイトルを付けて下さい。） 

３，展示期間   ２００５年 12 月１日（木） ～ １８（日） 

４．搬入先    サンホーム事務室 

５．作品受付・締切り     ２００５年１１月１日（火） ～ ２４（木） 

６．応募料     作品１点につき ¥５００円 一人３点以内とします。 

（応募料の総額をＹＭＣＡクリスマス献金に捧げます。） 

７．表彰      １２月の河内クラブクリスマス例会で表彰式をおこないます。 

８．ロビー展のＰＲ ①河内Ｙ’s30 周年記念会に合わせてロビー展のＰＲをクラブ訪問で行った。 

        ② 阪 和 部 会 、 中 西 部 会 で 各 ク ラ ブ 会 長 に 案 内 チ ラ シ を １ ０ 枚 ず つ 渡 し 、 ク ラ ブ        

内でのＰＲを依頼した。 

          ③11/7（月）現在で応募作品が１点と出足が悪いため、11/13（日）の 30 周年記念例会での

記念品等の配布物にロビー展の案内チラシを同封する。過去の応募者リストを参考に河内メンバ

ーの有志で分担して個別に応募アピ－ルをする・・の二点を申し合わせた。 

・個別ＰＲの分担  奈良クラブ関係（芳沢伸之） サウスクラブ（増石広之）和歌山・紀の

川・サザンスカイ・長野・泉北（山内信三） 河内クラブ（笹川桂子） 高槻・他クラブ（横

田憲子） ＹＭＣＡ職員・サンホーム・一般（尾北昇） 

９．準備作業日程  ① 展示会場設置  11/26（土） 13：30～ 河内クラブ有志  

応募作品の展示・くさりとフックの取り付け・掲示物の掲示・展示台の設置等 

② 最終チェク  11/30（水） 15：00～ 河内クラブ有志 

③ 河野先生の写真審査 12/3（土） 14：00～ 

１０．準備備品   ①人気投票チップ投入封筒 チップ 500 枚  ② 応募作品プレート（氏名、タイトル、所属） 

③ 押ピン ④ 作品スタンド ⑤ 看板・掲示物⑥ 感想ノート ⑦ くさり．フック  

11.表彰状・賞品    （河野先生審査による表彰状・賞品） 

① 阪和部長賞 ② 阪和メネット賞 ③ クラブ会長賞 ④ 実行委員長賞  ⑤ 伊藤賞  

⑥～➉ 佳作 ５点 

（実行委員会選考表彰状・賞品）  佳作 ① ～ ⑤ 位 

（人気投票順位表彰状・賞品）   ① ～ ⑩ 位 

１２.応募作品数    ９３点 

１３.応募者の所属  サウス Y's ６点・河内 Y's ３０点・奈良 Y's ３点・なかのしま Y's ３点・大阪西 Y's ３点  

泉北 Y's ２点・和歌山 Y's ７点・長野 Y's ２点・高槻 Y's ２点・土佐堀 Y’ｓ ５点・サザ

ンスカイ Y's 友人 ２点・御殿場 Y's １０点・河内 Y's 友人 ４点・ポビー彩画教室 ５点・近

所の方 ３点・YMCA・サンホーム職員・家族 ６点  以上９３点 

１４．支出報告   コマンドタブ（両面テープ）3696 円・封筒 300 円・くさり 4158 円・フック 725 円・賞品

11280 円・額 3255 円・河野氏謝礼 5000 円     計 28414 円 

                                                      

Ｙサ・ユース事業報告    委員長 丸 尾 欽 造 
国際憲法及び西日本区定款は、ワイズメンズクラブの目的として最初の項に、「ＹＭＣＡのために奉仕活動をすること」

と唱えている。あらためて、この一年間の活動をクラブとしても個人としても共に振り返ってみることは不可欠である。 

 

○ ＹＭＣＡプログラムへの支援 

 「チャリテイラン」の役割担当とチームスポンサー 

 「クリスマス献金」では、クリスマス例会での基金集めや街頭募金への参加 

 「東ＹＭＣＡまつり」での模擬店出店 

 「レインボークラブ」への介助参加 

   ○ ＹＭＣＡ・サンホームへの支援 

 「らくらく登山」の実施 

 「ロビー作品展」の実施、 

 喫茶コーナー「和」へ月一回の配膳支援 

 会館清掃とサンホーム車椅子の整備 

 「クリスマス祝会」と「納涼例会」の開催と交流 

   ○ リーダー支援 

     ＊例会への招待・交流、研修支援、卒業リーダーへの感謝 

○ ＹＭＣＡに対する３０周年記念事業 

 音響機器一式の贈呈 

  など、従来から継承されている活動を軸に、それぞれの充実を目指し、一定の成果を得ることができた。クラブ設立

３０周年の年にあたり、記念事業として「音響機器」を贈呈することができたのは特筆。定期的に続いている奉仕プロ

グラムへの参加、関与について個々の負担度をシェアーすることが今後の課題である。リーダーへの支援以上に、応援

を受ける側にあったことは今年も変わらず。ひとつひとつのプログラムへ、メンバー諸兄姉のたゆまざるご奉仕の積み

重ねが、優れたクラブとしての証しに結びつくことができた一因と確信。あらゆるプログラムで他クラブからの参加と

支援に負うところが多いことへの感謝を忘れてはならない。 
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交流事業報告                  交流委員長 岩坂正雄 

この期はクラブ設立３０周年にあたり、IBC の兄弟クラブ韓国済州クラブとの交流に力を注ぎました。１１月１３日、国

際交流センターで開かれた３０周年記念式に、玄尚訓会長以下１２人の公式訪問があり、記念式の後、別室で兄弟クラブ

の交流会が開かれ、記念品を交換して親しい交わりの時を持ちました。本年４月には、済州クラブの２５周年を祝い、河

内クラブから多数訪問する予定でしたが、特別な記念会は３０周年(２０１０年)に行うとのことで実現しませんでした。 

また、DBC として国内の兄弟クラブ締結を検討しましたが、クラブ内でも色々な意見があって実現にはいたりませんで

した。 

 

ファンド事業委員長報告             委員長 藤井敬子 

皆様のご協力により、1.8kg の使用済み切手を送付することが出来ました。BF ファンドも 44,300 円の献金のご協力

をいただき有難うございました。 

今年度も沢山の使用済み切手をご提供ください。四方の余白を 3mm 程度に切ってお願いいたします。 

 

広報委員長として  委員長 正野忠之 

１年間の役目の中で、満足のいく活動はできなかったと思います。らくらく登山を一番の広報目標にしていましたが、ち

らしを作成して配布をしたまでにとどまりました。広報という役割は、地域奉仕やＹサ、ＥＭＣ担当との連携が必要なの

だと思います。そういう意味で、今年度の担当であるＥＭＣ委員として、積極的に各担当委員とコミュニケーションを図

りたいと思います。 

 

理事通信抜粋 ８月報 

暑中お見舞い申し上げます。 

鹿児島県、宮崎県、島根県などを中心に大雨が続き、土砂崩れや河川の氾濫などによる被害が出ました。 

犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げますと共に、被害にあわれた方々に心からお見舞い申し上げます。 

西日本区は 7 月 23 日付けで各部部長に大雨によるＹＭＣＡ、ワイズメン、メネットへの①被害調査と、②被災者へ

の支援行動をされたクラブの調査を依頼致しました。28 日現在、被害及び支援行動報告はありません。 

さて、2006 年 7 月 1 日付け前期半年報の集計がまとまり、1,651 名という結果が出ました。前年 7 月 1 日に比し

て 35 名の減少です。フレッシュ会員の入会式があちらこちらのクラブで行われる一方で、ワイズの財産である会員に退

会者が出ていることを非常に残念に思います。今期、西日本区は会員 2,000 名を目指してキックオフの年と位置づけて

います。危機感を持って会員増強のために知恵と身体をお使いください。会員の減少を食い止めるのも、会員を増やすの

も主人公はワイズメン・あなた です。「待ったなし」で取組みましょう。 

８月は Youth Activities の強調月間です。YMCA では夏休みのプログラムが真っ盛り。多くのリーダーが関わって

くれています。また、7 月 31 日からは国際ユースコンボケーションが韓国・釜山で開催されます。国際大会にも参加し

ワイズの参加者との交流の機会があります。多くの青年に私たちの運動を理解してもらい、私たちも彼らから学ぶ時を持

ちたいと思います。 

8－1 7 月 1 日現在の西日本区の会員数は 1,651 名です 

前期半年報による西日本区の会員数は 1,651 名で、各クラブのご努力にもかかわらず前年同期より 35 名の減

少となりました。西日本区 2,000 名に向けてワイズメンひとり一人の取り組みをお願いいたします。 

8－2 前期西日本区費の納入期限は 8 月 31 日です 

西日本区事務所より各クラブ宛に区費の請求書をお送りいたします。ご確認の上 8 月 31 日までに指定の払込用

紙でご送金ください。クラブ名、項目明細など記入漏れの無いようにお願い致します。 

8－4 各部のご案内  

前号でもお知らせしましたが、各部の部会が下記のとおり開催されます。ご自分が所属する部会は勿論、近隣の

部の部会にも参加して交流の輪を広げてください。 

阪和部部会    ９月 ３日  近鉄花園ラグビー場 

六甲部部会    ９月 ９日  六甲山ＹＭＣＡ 

京都部部会   ９月１０日  琵琶湖ホテル 

西中国部部会       ９月１６日  広島エアポートホテル 

中部部会    ９月１８日  四日市シティーホテル 

九州部部会    ９月２４日  熊本交通センターホテル 

中西部部会    ９月３０日  大阪ＹＭＣＡ会館 

瀬戸山陰部部会 １０月１４日  岡山プラザホテル 

びわこ部部会      １０月２９日  彦根プリンスホテル 

8－5 周年記念例会のご案内 

北九州クラブ 50 周年     2006 年 11 月 19 日  リーがロイヤルホテル小倉 

鳥取クラブ 30 周年      2006 年 11 月 23 日  白兎会館 

大阪西クラブ 20 周年     2007 年  1 月 27 日  オ・セイリュウ 

熊本ジェーンズクラブ 20 周年 2007 年  5 月 12 日  ホテルキャッスル熊本 

大阪なかのしまクラブ 10 周年 2007 年 2 月 12 日  ホテルグランビア大阪 

熊本むさしクラブ 10 周年   2007 年 3 月 31 日  ホテル日航熊本 
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 第 32 期第 2 回役員会  
２００６年 7 月 27 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“全ての活動は EMC へ続く”  

 

日本区強調月間  Youth Activities 

 
出席者 望月・丸尾・岩坂・初田・藤井・芳澤・横田・

鈴木・正野・尾北・山内・佐古・田中・ 

 

８月例会 ８月 27 日（日）14：00～17：3０ 

サンホーム  担当：B グループ 

正野・新本・大薮・丸尾・尾北・横田・鈴木 

 

８月例会役割分担 

 司 会 １部 尾北 昇 君  ２部 鈴木えみ 君 

 聖句朗読 丸尾欽造 君 

 食事手配 芳澤伸之 君  食膳感謝 新本英二 君 

 ニコニコ      君・           君 

  

9 月号ブリテン原稿担当 

こーひーぶれいく      正野忠之 君 

役員会報告         岩坂正雄 君  

例会報告          丸尾欽造 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) 大谷美佐子さん 

にこにこテープ起し          君 

巻頭言           田中惟介 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ 8 月例会プログラム決定・ 

入会式 大谷美佐子さん 承認 

★ 新入会者の会費について 
    入会時の月割り計算で行う? 

     今回は年間６００００円とする 承認 

★ リーダーの名前と担当部署・学年・など 
     鈴木主事と尾北館長に依頼すみ。 

★ ワイズの幟購入について 
    どうしても見つからないために購入決定 

★ 阪和部の予定に関して 
・ 8 月 19 日（土） 主査会 南 YMCA  確認 

       13.30-15.30 

・ 8 月 19 日（土） メネット会長会 南 YMCA 確認 

   11.00-12.00 

★ 7 月 29 日 “和み”居酒屋 参加者予定 
      かなりの人数を確保 

★ ８月納涼例会 
参加費  メン・メネット・ビジター   ３０００円 

    ゲスト・スタッフ・リーダーOB １０００円 

     リーダー・V リーダー     無料招待 

時 間  １４時から１７時３０分( 準備は 2 時間前に) 

  

★ その他 
８月２６日（土） “和み”居酒屋 

８月 ４日（金） 第２例会 

８月 24 日（木） 役員会 

８月 27 日（日） サンホーム大掃除  
１０時から１３時 

スペシャルオリンピックスへの支援について 
     実行委員会への参加 河内から３名を任命 

     横田・山内・初田 

全国 YMCA 
ピースリーダーシッププログラム 

 

いま、「平和をつくり出すもの」と 
共になるために・・ 

 
ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブで活動する私たちが集い、 

 

☆ 世代を越えて、いま「平和（PEACE）」につい

て共に考え、語り合おう 

☆ ＹＭＣＡ・ワイズメンズクラブの理解を深め、

広がりと可能性を知ろう 

☆ 参加型プログラムを共に作り上げ、活動を進め

るリーダーシップを養おう 

☆ 世代から世代、過去から未来へ語り継ごう 

☆ 日本からアジア・世界に目を向けよう 

☆ ネットワークを作り、明日の活動につなげよう 

 

日 程： 
2006 年 11 月 10 日（金）16：00～ 

12 日（日）13：00 

場 所： 
六甲山 YMCA  

〒657-0101 神戸市灘区六甲山町北六甲 875 

対 象： 
YMCA・ワイズメンズクラブにかかわるすべての方 

加盟・登録 Y 会員・スタッフ・講師・リーダーOBG・

学生 YMCA メンバー/シニア・専門学校生・ 

留学生・ワイズメン／メネット／コメット・海外

YMCA 青年など  

参加費： 
２４，０００円（２泊３日・宿泊食費・資料代含む） 

 学生・青年 １０，０００円 

*遠隔地から学生・青年が参加の場合は旅費補助が支

給されます。 

*原則全日程参加ですが、部分参加希望も受け付けま

す。  （1 泊２日 １５，０００円） 

 

10 代から 80 代まで、すべての世代の方の積極的

な参加を求めています。ご協力をお願いします。 

 

主 催： 
日本 YMCA 同盟 企画・実行：ﾕｰｽ育成委員会 

協 賛： 
ワイズメンズクラブ西日本区メネット事業 

「母の願いは、平和を愛する心」 
 

締め切り：10 月 26 日（木）必着 
 

お申込み・お問い合わせ： 

日本 YMCA 同盟 〒160-0003 新宿区本塩町７  

TEL03-5367-6645  FAX03-5367-6641 

info@ymcajapan.org 
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“夏の日の思い出” 

山内信三 

                                  

 先日、自宅からすぐの武庫川の河川敷を散歩して

いましたらキリギリスの鳴き声がわりあい数多く聞

こえて来ました。子供のころ夏休みになると兄と一

緒に昆虫採集の白くて縦長の網を手にキリギリス採

りによく行った事を思い出しました。 

鳴き声を聞くとそっとその草むらに近付き目をこ

らしてキリギリスの姿を探します。辛抱づよく音を

たてずに探していると草に縦につかまり羽を震わせ

ている姿が見つかります。上から真直ぐに網をかぶ

せますと大抵ゲット出来ました。 

ヒゴ製の虫かごにエサの玉ねぎをいれ、日に１～

２回霧吹きで水を掛けてやると１ヶ月位は軒先で元

気に鳴いていました。 

夏の楽しかった思い出です。 

 
シ ン ガ ポ ー ル 珍 事 情 ！  其 の 3                    

東 YMCA 鈴木えみ 
 

 シンガポール事情 天気編 
 シンガポールは赤道から少し北にある亜熱帯気候の国

です。ですから年中暑い！年中真夏！年中肌を刺すような

日差しの強さです。1 年間を通しては乾季と雨季に分かれ

ていて、雨季は昼過ぎにざぁ～っとスコール（夕立のよう

な雨）が降ります。この雨脚といったらものすごい！外で

傘をさして歩けないような強さで、ほんの５m 傘を差し

て歩くだけでもびしょぬれになります。だから人通りはほ

とんどありません。突然の雨ではなく大体予測ができます

ので、その前に用事を済ませたり、その間は出歩かないよ

うにするのです。そして市民の足であるタクシーも大繁盛

ですので、なかなかつかまりません・・・（タクシーの話

になりますが、初乗りは日本円で１８０円でシンガポール

の端から端まで走ってもたぶん＄３０．２１００円くらい

です。安い！）乾季は晴れ続きです。３月からが徐々に暑

くなり５,６月がピークです。 

 シンガポールも日本と同じように私が滞在した２年間

は異常気象でした。やはり同じ地球上にあることを実感し

ました。 

 シンガポールは天災が少ないです。日本で言えば、台

風・地震・津波など等が考えられますが、シンガポールは

赤道上なので台風が発生しない地域です。ですから台風は

ありません。そして地震も無いのです。あの一昨年の年末

に起こったスマトラ沖地震のときもマレーシア半島に阻

まれてそして地殻のつくりからか、揺れを感じることも無

く津波にあうことも無く過ごしました。 

 そのような日本人が悩まされ日々脅かされている地

震・台風の心配をする必要の無いシンガポールの国は、住

みやすい国だなぁと思いました。天災によって命を奪われ

る、生活が困窮する、前もって保険に加入するなどの心配

を一切しなくて良いのです。わたしの滞在した２年間は日

本に台風がたくさん上陸した年でもありましたし、新潟地

震があった年でもありました。NHK を通じて日本の状況

を見ておりましたが、画面から感じる雰囲気はとても重く

のしかかるようなものでした。そんな心配や不安からくる

備えをしなくていいということは、ある面楽観的に暮らす

ことができる・・・南国特有気質がうまれる要因なのかと

鈴木は分析しております。 

 天気の話から南国気質に話がそれましたが、環境から与

えられるものはとても人間の生活を本当に左右するもの

だと気付いたのが、私の学びです。そしてその場に適応す

るというか楽しむ術を知っていたら、どこでも生活してい

けるんだろうなというのが私の答えです。 

 

 

クラブホームページへのメッセージ 
 

Dear Y's Man Tsuyoshi Mochizuki, 
Thank you for the wonderful coverage of events and 
photographs from the 9th Regional Convention of Japan West 
Region which my wife Mary and I had the privildge and 
pleasure to attend. I was particularly happy to meet Y's Men 
from Osaka Kawachi club and to witness the awards and 
announcement of the achievements of the club. 
Congratulations to each Y's Man in your club and to the club 
as a whole for being such a special club. 
 I heard about the good work your club is carrying out and 
the wonderful service it is giving to the community and 
YMCA. Congratulations and continue with the good work. 
 My wife Mary and I will never forget our visit to Japan. We 
were both treated like angels and felf very very happy in 
your country. Everyone was so kind to us and although I am 
back in Africa, I feel I am spritually still in Japan. 
 I hope I shall be able to meet some Y's Men from your club 
in Busan, Korea next month. 
 With very best wishes, 
 Y'sly and sincerely, 
  
IPIP Benson Wabule 

 
前期の国際会長から望月強会長への親書です。要訳です。 

 

西日本区大会では河内クラブがクラブ最高賞を受賞され

たのを目の前にしました。河内クラブの皆さんともお会い

でき、西日本区大会のホームページも拝見しました。日本

に滞在中は天使のように待遇されたこと忘れられません。 

今後の活動を期待します。プサンでお会いしましょう。 

 

 
河内クラブの皆さんへ 

オーストラリアからクラブ最優秀のお祝いのメッセージ

です。 

 

Greetings Ito San, 
Thanks for that very interesting message on your web 
site.We are delighted that Osaka Kawachi Club won the best 
Club Award for the Western Region at the West Japan 
Convention.  Our Club sends congratulations to you all, 
your web site is so interesting and informative. 
Kindest regards,  from John and Christine Deasey,  
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東ウエルネス報告 
               東 YMCA 鈴木えみ 
  

  

呼子ワークキャンプが 7 月 14 日から 16 日で鳥取県呼子高原ＹＭＣＡキャンプ場で行われました。東Ｙ

ＭＣＡからは菅スタッフ、宮野リーダー、福島リーダー、部分参加で鈴木が参加しました。 

 今回のキャンプは８月末にある「呼子インタレストキャンプ」の準備の為のプログラムです。呼子キャン

プ場は四季折々の山の自然をめいっぱい楽しむことができるキャンプ場です。残念ながら今は夏の時期にし

かウエルネスでは利用できておりませんので、この夏前にスタッフとリーダー、そしてリーダーズクラブ（リ

ーダーＯＢ・ＯＧ）が 2 泊 3 日の日程で現地に行き、水場を整備したり、側溝を掘ったり、寝袋や毛布を干

したり、木を伐採したりとキャンパーが過ごしやすいように整備をしました。私はチェーンソーで大木を切

り、火で燃やしきる仕事をしていましたがこれが面白い。チェーンソーを扱うのは初めてで１台壊してしま

ったのですが、なかなか木を切り倒すのにもルールや森への配慮を計算した上でどう切り倒すという答えの

導きがあり、奥が深いなぁと感じました。日頃の喧騒から離れ、川のせせらぎと小鳥のさえずりと虫の音し

か聞こえない森の中は、心が開放されます。自然の中で力仕事をし汗をかくことの爽快感、キャンプが語り

継がれる場面がある、そして共同作業の中で深まる連帯感がありました。 

 最近はキャンプの引率の立場で関わることが多かったので、久々にキャンパーの立場で体感することがで

き、改めてキャンプの醍醐味を感じました。時には目線を合わしてみること自分が遊ぶことが大切だと思っ

た機会でした。 

 
 

  

 

青少年奉仕賞の受賞 
第１１６回日本 YMCA 同盟委員会の席上で、河内クラブから３名のメンバーが表彰されました。 

新本英二君・佐古至弘君・増石広之君の三名です． 

ご苦労様でした。今後も青少年の育成にご尽力ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.イキイキ健康生活セミナー 
昨年より開始が遅れましたが、第１回は東大阪市委託事業として、下記の通り実施します。ご家族の介護

を考える上でも是非ご参加ください。 

 回 日時 内容 

第１回 
８月２６日(土) 

１４：００～１５：３０ 

『自分の人生は自分でプロデュ－スしたい！』 

～「介護予防」を実践しませんか～ 

 

日本介護予防指導者協会事務局長  

大阪府老人大学保健体育科講師 

大阪 YMCA 中高齢者事業室長  

            重信 直人氏 

 

2.大掃除デイ 
 YMCA サンホーム大掃除デイには毎年たくさんの方々にご参加いただき感謝しております。２００６年度

も下記の通り行います。入所者利用者の家族、ボランティア、スタッフ、ワイズメンが一緒に汗をかき、入

所者・利用者・メンバーが気持ちよく過ごせる環境づくりを致しましょう！ご協力お願いします。 

     

日時 ２００６年８月２７日(日) １０：００～１３：００ 
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連載ＮＯ ２２  

「私の独り言」     尾北 松子さん 

「自分らしく」 
 

 結婚して約３０年経って判った事だが、私達夫婦

は性格が違う。何事に対しても平和主義の夫は他人

に一切苦情を言わない。言う事でストレスを感じる

らしい。妻の私も、長年夫の背中を見て暮らしてき

たせいか、苦情は罪悪であると半ば確信していた。 

 しかし、二人の子供を育て上げ孫の出来る年代に

なると、私も徐々に強くなったのか、外に向かって

自分の意見を表現できるようになって来た。先日主

人と行った旅先の免税店で買った有名ブランドの商

品が欠陥品だった時、「海外だしね」と諦め気味の夫

を尻目に、私はネット検索してお店を探し出し、お

客様苦情処理センターに電話して交渉し商品を交換

して貰う手続き一切を全部自分でした。 

その時の爽快感が私を変えた。私は主人とは違う、

私は私らしく、自分の考えは自分の口で表現し、笑

って誤魔化したり、泣き寝入りしたりはしないで生

きて行きたい。ただ、違った意見も尊重するという

大事な事だけは忘れてはいけないと思っている。  

 

 

 

 メネット会報告 
             メネット会長 望月治子 

  

７月２０日例会日の午後４時３０

分より今期１回目のメネット会を開 

きました。 

今期も例年通りメンのお手伝いを

主に行いますが、河内クラブが９月３

日の阪和部会をホストする為、メネット会として、

おみやげ作りをする事を決めました。 

 伊藤メネットの発案で可愛いノート作りをする事

になりました。早速７月２９日午後１時よりサンホ

ーム６階で製作致します。ふるってご参加下さい。

材料はご用意致しますので、はさみ（洋裁鋏）をお

持ちの方はご持参下さい。 

 尚、当日は「なごみの会」がありますので、お手

伝いを頂ける方はエプロンをご持参下さい。 

皆さんと色々楽しいお話をしている内、例会の時

間となり席を例会場に移動しまた。 

 お集まりの皆さん長雨の中ご参集下さいまして有

難うございました。 

 

参加者  

伊藤、大薮、大谷、新本、田中、中野、初田、望月 

各メネット 

メン宮本桂子（新入会） 

 

第１回メネット主査研修会報告 
報告 田中 惟介 

 

2006 年 7 月 8 日〈土〉午前 11：30～ ホテ

ル アイボリー〈阪急 豊中駅前〉において松田洋子

〔メネット事業主任〕以下 18 名の出席で上記の研

修会がありました。メネット主査の代理で出席しま

した。 

会食をしながら 松田主任から方針等の説明があ

り、国内プロジェクトとして同盟の｢全国 YMCA ピ

ースリーダーシップ｣プログラムを メネットに寄

せられる献金によリ支援する事が合意されました。 

8 月 18 日の阪和部メネット会長会で 松田主任

に詳細説明をしていただきます。 

 

 

 

 

地域奉仕事業研修会報告 
報告 田中 惟介 

 

２００６年 7 月 22 日(土) 14：00 より 

ぱるるプラザ京都で標記の研修会と懇親会が行わ

れました。『エイズ流行から見た日本社会のひずみ』

～若者の異変と今後の展望～ と題する 京大大学

院医学研究科助教授 木原雅子先生の講演と各事業

主査の方針発表があり、植下阪和部ＣＳ事業主査は

その思いをしっかりと伝えて下さいました。 

参加者は約 70 名。ゆったりとした会場での懇親

会もなごやかに終わり 私の車に植下主査、横田フ

ァンド主任、なかのしまクラブの今井さんを乗せ 

ワイズ談義をしつつ大阪・鶴橋へ 21 時頃帰着しま

した。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  藤井  中 １９ＸＸ年 ８月 ５日生 

宮本 善之 １９５６年 ８月 ６日生            

鈴木 えみ １９７２年 ８月１６日生        結婚記念日の方はおられません 

中野 義彦 １９４１年 ８月２２日生 

尾北 松子 １９ＸＸ年 ８月２４日生 

 
日本区通年強調目標 Public Relations 

魅力あるワイズ活動を、あなたの自信ある言葉とワイズパンフレット等を活用し、外に向かって大いにア

ピールしましょう。                    荒川恭次 広報事業主任（名古屋グランパス） 

 西日本区強調月間  Youth Activities  

Y’s ユース、Y’s コメット、Y リーダーに次年度のユースコンボケーションへの参加を積極的に呼び掛けて

ください。 

YY フォーラムの実施、部ユースクラブの設立特別委員会の設置、活動を始めてください。 

                         橋崎良治 Y サ・ユース事業主任（姫路クラブ） 
                     

            ８８月月－－９９月月のの予予定定  

８８月月   
８月 ３日(木)～６日(日) 国際大会 

８月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

８月１３日(日)～１７日(木) YMCA 休館日 

８月１９日(土) 第１回主査会 南 YMCA 

メネット会長会 

８月２４日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

８月２６日(土) 居酒屋 「和み」 

８月 27 日（日）例会 サンホーム６階 

納涼例会 

８月 27 日（日） サンホーム大掃除 

 

９９月月   
９月 １日(金) 第２例会 サンホーム 

９月 3 日(日) 阪和部会 花園ラグビー場 

９月１０日(日) 京都部部会 

９月１６日(土) 西中国部部会 

９月 17 日(日) EMC フォーラム 南 YMCA 

９月１８日(祝) 中部部会 

９月２１日（木）例会 サンホーム６階 

９月２３日(祝) 九州部部会 

９月２８日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

９月３０日(土) 居酒屋 「和み」 

９月３０日(土) 中西部部会 

 

第 32 期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:望月 強 副会長:丸尾 欽造 書 記:岩坂 正雄・初田 稔 会 計:藤井 敬子・芳澤 伸之 

メネット会長:望月 治子 直前会長:横田 憲子 連絡主事:鈴木 えみ 

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 
梅雨もあけて本格的な暑さが年をとった身にこたえます。 

子供たちは海や川・プールで歓声をあげて楽しんでいます。この子供たちほどの年齢には戻りたくはありませんが、

せめて１０年から１５年はタイムスリップしたい心境です。 アツイ!!           (M.H) 

お知らせ 
 

８月例会は納涼例会です。 
 

日時 ８月２７日（日） 

場所 サンホーム６階 

時間 午後２時～５時まで 

受付 午後１時３０分 

会費 メン・メネット  ３０００円 

   ビジター     ３０００円 

   スタッフ・OB   １０００円 

   ゲスト      １０００円 

   リーダー・V リーダーご招待 

プログラム 

第１部 通常例会 

第２部 納涼例会 

食事 

パフォーマンス 

オークション 

 

オークションの献品は、１家族２点で 

吟味してご提供ください。 




