
 

 

 

２００７年４月報    Vol ３７８ 
 

 

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」愛をもって積極参加         Choi Han-ki (韓国) 
 

 
 

【今月の聖句】 ルカによる福音書 10 章 27 節 

心をつくし、精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なる神を愛しなさい。また、自分を愛するように隣り人を愛

しなさい。 
～ 人間は絶対者である神への畏敬の念をもち、隣人に仕えることの出来る心と能力を養いなさい。という戒めです。 ～ 

 

 

「別れと出会い」        
 岩坂正雄 書記 

 

この春、孫娘が小学校を終えて中学に入ります。

小学校への愛着とともに、中学生活への期待に胸

ふくらませているようです。 

卒業と入学、退職と就職などの季節、別れと出

会いが入り混じる時期です。これは、子供や若者

たちだけのことではなく、大人も含めて人生全般

にわたる節目の時です。 

樹木に成長の年輪が刻まれるように、節目というのは人間の生

成発展の原動力となる大切な意味があると思います。 

“別れと出会い”という節目は、友達や家族との別れ、・出会い、

という以上に大切なのは、古き自分に別れを告げて、新しい自分

を創り出す営みです。 

これまでのこだわりから自分を解き放ち、新しい可能性に目を

開くことに努めたいものです。 

 

 

 

会 員 数 ２３名 ゲスト＆ビジター        ３名 3 月度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） １名 メネット＆コメット  ６名 現金 40,000 円 3 月分 3 月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ２７名 累計  0 円 0 円 20,040 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 6,500pt 累    計 累    計 
３月の 出 席 率 ８２.6％ ３月の全出席者 ３８名 累計 46,500pt 0 円 151,459 円

 

4 月例会プログラム 
4 月 19 日(木) サンホーム 

 

  司会  岩坂正雄君

開会点鐘       望月 会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       山内信三君

ゲスト&ビジター紹介   司会者 

会長の時間      望月 会長

インフォメーション  各 担 当

食前感謝       山内信三君

食事・歓談      一   同

 

ゲストスピーチ 佐古田修氏 
(清心ホーム施設長)

「知的障害者施設の 

現場から」 
 

誕生・結婚祝     望月 会長

にこにこアワー  大谷・中野君 

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘    丸尾副会長
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 ３月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００7 年３月１５日（木）18:30～21:00                            記録 田中惟介

出席者(敬称略) 

メ ン 伊藤・尾北・佐古・正野・新本・鈴木・田中 

中野・初田・藤井・増石・丸尾・望月・山内・横田 

芳澤・大谷・宮本 

メネット 伊藤・新本・田中・中野・初田・望月・ 
ゲスト＆ビジター 

今井利子（なかましま) 加藤寿枝（ヘルプ） 

橋崎良治 Y サ・ユース事業主任(姫路 ゲストスピーカー) 

以上２７名 

 
 

①弥生３月の河内例会は定刻６時３

０分、 

初田ワイズの司会で ヴィジター今

井利子ワイズの

ご令息のご逝去

を悼み黙祷を捧げることから

始められた。 続いて望月会長

の開会点鐘、高らかに響きその

後はプログラムに沿って進行

した。 

 

 

②聖句朗読は宮本ワイズの初仕事。澱みなく立派に

読み上げられた。 

 

③各事業委員からのインフォメーションは次の通り

である。 

芳澤Ｙサユース；今日のニコニコ献金はライトハウ

スへ持参したい。４月３０日の阪和部テニス大会へ

参加協力依頼。 

芳澤会計；西日本区費、阪和部費期日内に納入完了

した。 

正野らくらく車椅子登山実行委員長；サポート車の

確認 

丸尾一泊研修会実行委員長；出欠確認 

丸尾次期会長；次期事業委員等の組織表、会計監査

の承認。       ＳＯニュースレターの配布。 

鈴木連絡主事；１８日のウエルネス卒Ｙ式への出席

要請。 

尾北館長；１０周年記念祈祷会報告 

横田ファンド事業委員長；使用済み切手 10.5kg 

初田書記；増石ワイズ転会に対し記念色紙記帳依頼 

 

④増石ワイズが諸般の事情によりヴェクセルクラブ

へ転会されることと

なり、万感の思いを

込めて感謝のスピー

チをされた。 

 

⑤食事はほぼ１年ぶ

りに上握り寿司。感

嘆の声を上げたのは

私一人ではなかった、と思う 

 

⑥“若者たちの参画を求めるために”と題し橋崎Ｙ

サ・ユース事業主任にユースクラブ関する基本的な

解説とそれぞれの地域やクラブに適した取り組みか

ら始めることをお話いただいた。 

スピーチをされる橋崎 Y サ・ユース主任 

 

⑦ 賑やかに結婚誕生記念品のプレゼントがあ 

り ニコニコアワーへと続き３月例会は滞り

なく終了した。 

３７回目の結婚記念日 田中ご夫妻 

 

 ニコニコ献金額 ￥20040－これは③の通り日

本ライトハウスへ届けられる。 
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にこにこ語録(3 月例会) 
              テープ起稿 大谷美佐子 

橋崎主任 今日はお招きいただきあり

がとうございました。 

望月会長 橋崎さんに来て

いただき格調高い会になり

ました。河内をいいクラブ

にしていきたいです。 

田中メン  橋崎さん。ありがとうござ

いました。橋崎さんは非常に温厚な紳士

です。役員会などでトゲトゲしくなりか

けた時など笑顔で雰囲気を和らげてく

ださりありがたいです。 

今井メン  遠いところありがとうござ

いました。以前から世代交代を常々思って

おりました。いい形で引き継いでほしいと

願っております。 

中野メン  橋崎さんは鉄の

関係ですが私は銅です。今、

為替が不安定なことと、盗品を持ってこ

られることに頭を痛めています。 

尾北メン  予備校のほうに長く勤め

ておりました。予備校の卒業生がボラン

ティアリーダや学校での助手として

YMCA で活躍していましたが、ずっと

続くことがないです。YMCA の中で【い

つでも参加・活動できる場】が必要かなと思ってお

ります。 

新本メン  土佐堀ワイズメンズができ

た頃は平均年齢３０歳ぐらいだと記憶し

ています。ワイズメンズクラブの中に全て

の人が包含されないと具合が悪いですね。

どちらのユースか後々わかりにくくなる

のでは。 

山内メン  この頃、駅前の商店街やス

ーパー等活気がでてきています。自宅周

辺も田んぼが沢山あったのですが、住宅

が増えて人口が多くなったようです。ワ

イズも若きもシニアも多いことが活気

の源だなあと感じております。 

増石メン  女優のそろった河内で写真

をものすごく楽しませてもらいました。

モデルになった皆さんありがとうござい

ました。呼んでくださいまた来ます。 
 （必ず写真を撮りに来てください。楽しみにして

います。） 

横田メン  私の師匠が「ワイズは若者

のためにあるのだ」と耳にタコができる

ほど言われてたのですが、ワイズユース

ができた事はすごい光になるとおもって

います。私たちが栄養剤になって大きく

してあげたいなと思っています。 

大谷メン 今日、孫達と神戸の王子動物

園にパンダに会いに行ってきました。動

物との距離が近く、楽しめました。桜の

木も多く、これからの時期はお花見も楽

しめますよ。 

初田メネ ありがとうございました。今

日怖いことがありまして？？？？。主人

が本屋でいつもの本を買ってきてくれる

と思っていたら違うものでした。「あ、主

人が・・・」と、寒くなりました。 
     （ どんな 本を買ったのですか・・？） 

望月メネ 橋崎さんありがとうござ

いました。娘が１７歳ぐらいに YEEP

でお世話になりました。結婚し忙しく

なり、続けることが出来ず残念ですが、

ホストのご両親とはお手紙等で行き

来しております。増石さんお元気で。 

芳澤メン 橋崎主任、遠い所ありがとう

ございました。事業主任のメールを再度

開きまして１号～８号までじっくり読

ませていただいて勉強してきました。増

石さん本当にお疲れでした。 

佐古メン 姫路には縁があ

りまして今現在娘がいます。婿を姫路ク

ラブに紹介しますので、その時はよろし

くお願いします。 

新本ネメ 主人の運転が心配な時があ

ります。今日は難しいお話で大変勉強さ

せていただきました。 

田中メネ ３７回目の結婚

祝いありがとうございまし

た。２５年間コーラスをしています。平

均年齢６０過ぎになって“メンバーは減

るしこの先どうなるのだろうと”規模は

違うのですが同じ事を思いながらお話を聞いていま

した。 

伊藤メネ 主人が３０代で土佐堀のメ

ンバーになり、増石さんとも河内のチ

ャーターメンバーで来させて頂き長い

お付き合いでしたが、これからもよろ

しくお願いします。奥様がお体を崩し

ておられると聞いております。どうぞお大事になさ

ってください。 

伊藤メン 私がワイズに入る入り口は

「おもろい所あるで」と言う友人の誘

いからです。「気楽に来たらいい」とい

うことでした。そのうち気の合う友達

ができ、友達と会うのが楽しみになっ

てきてクラブ全体の役をするようになった。何を言

いたいかと言うと、２０００委員会の尊いスローガ

ンとか尊いマニフェストでそれをみて「ああええク

ラブ」だと結びつくかどうか？。森本理事に、私の

メッセージとして言ってください。入会するにはバ

リエーションがあると思います。マニフェストの分

かりやすいところには入りやすい。私の場合、ワイ

ズは分かりにくいし取つきにくいという印象でした。

だけど、“おもろいで”というのがわかってきて、初

めていろんな事を勉強するというプロセスでした。

橋崎さんが非常に良いことをおっしゃったのは「あ

まり拘束しない」と言うことです。私が長く続いて 
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いるのは拘束されなかったということです。熱心に

ワイズメン一筋で入ってこられた方もいると思いま

す。ほんとに良いことです。橋崎さんが「思いこみ

でやるといけない」と良いことを言われたのでいつ

もは３０秒ですが特別に喋らせてもらいました。 

鈴木メン ３月は別れと出会いの季節

となるのですけど、高橋が退職します。

４月から男性１人女性２人来ます。ま

たご紹介させていただきます。思いこ

みで後輩に接するのではなく、大きな

心でゆとりをもって指導ができたらとお話を聞きな

がら思いました 

加藤さん 宮本さんのヘルパーで毎回おじゃまして

おります。 

宮本メン 私はリーダーOG になりま

す。ワイズユースが自分の時代にあっ

たならと考えながら聞いていました。

一泊研修頑張って参加してみようとお

もいます。車いすですのでご迷惑をお

かけしますがよろしくおねがいします。 
     （ 皆さんの大きな拍手 ） 

初田メン 紹介する方の紹介まで先に

してしまい～～～～。違う本買ってき

たし、今日は私何をしているのでしょ

う。しなびております。気をつけます。 

（気を付けて直るのかなぁ～・・・） 

丸尾メン 今日は沢山あり

がとうを言いたいです。増石さんありが

とう。宮本さん、すばらしい挑戦歓迎し

ます。私の妻も良い機会を与えてもらい

人生目標を得て、今挑戦しているところ

です。福山クラブの桑田さんの所にユースが遊びに

行ったりしています。ユースの人達がワイズメンと

いろんな場面で絡んでいる“ちぃちゃな話”もどん

どんブログにあげてリポートだしていただいたら、

見る楽しみもできてくると思うのですが。 

中野メネ メネット会ですごく美味し

い所につれていっていただける、これが

楽しみです。ワイズに入ってくれた主人

に感謝しております。良いお話が聞ける

のもすばらしいです。皆さん今日から勧

誘しましょう。 

藤井メン 誕生日プレゼントありがと

うございました。３月の誕生日が一緒の

方々の年齢までワイズで頑張ります。 

 

本日のニコニコは２００４０円でした。

ご協力に感謝いたします。 

このニコニコはライトハウスへ献金いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

河内クラブの思い出 
増石広之 

 

河内クラブでは、チャーター以来 31 年余りお世

話になり有難うございました。色々な事を経験させ

て貰いましたが、監事だけは出来ませんでした。ブ

リティンへの投稿、人前での報告、色んなことの企

画、実践、その他沢山の事を学ばせて貰いました。 

B F 主査のときには田辺クラブを含む各クラブを

訪問して、BF 献金のご協力を得て B F 主任特別賞

をいただきました。 

ロビー展では、写真の集まりが遅くて、阪和部で

は例会の日程が間に合わず、中西部へ行ってお願い

をしてやっと形が整い、田中君をやきもきさせた事。

アマチュア無線も色んな場面で、リハーサルをしな

がら楽しませて貰った事が思い出されます。 

しかし、同じ条件を続ける事は、難しくこの度、

ヴェクセルクラブへ行くことになりました。河内ク

ラブは、有能な人が沢山居ります。ヴェクセルクラ

ブは人数が少ないので、何でもせんといけないよう

です。河内で教わったことを、土台に一生懸命頑張

ります。又、教えて欲しい事が出来たら習いに来ま

すのでご教授よろしくお願いします。最後にこの原

稿も、締め切りの期限が過ぎています。初田君ごめ

んなさい。 

河内クラブの皆様有難うございました。  
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部長後期公式訪問随行記 
 

大阪サウスクラブ 
  ３月６日(火) 

部長の後期公式訪問の

トップは大阪サウスクラ

ブの訪問で始まりました。

当日は新入会員の入会式

があり、新会員の女性ﾒﾝﾊﾞ

ｰが力強く入会の宣誓を行

いました。 

メンバースピーチは花

柳流専門部師範の花柳禮

巳紗さんによる「日本舞踊 

あなたの聞きたいあの話」と題して、色々なお話を

していただきました。先ずは礼の仕方と座りの姿勢。

田中部長と小池会長がしごかれました。 

               いま流行の「ゴメンナサイ」で

はありません 

 

奈良クラブ 
 ３月１０日(土) 

寒さがぶり返した一日

でした。今までが暖かかっ

たこともあり、かなり寒く

感じました。 

 例会は時間通りに開会

されましたが、杉浦会長が

途中で車のトラブルに会

い、少し遅れるとの報告で

浜田直前会長の点鐘で開

会しました。ゲスト・ビジターの紹

介には杉浦会長も到着し、進行を引

き継ぎました、 

 本日の卓話は、木村秀子さんによ

る｢認知症早期発見の重要性｣のお話

を聞きました。参加者の殆どが多か

れ少なかれこの「認知症」には自分もいつかは、近

い将来にと恐れを抱いていると思います。 

 介護の大変さと、今まで

通常に話をしていた相手

が突然訳のわからないこ

とを喋りだしたとしたら、

誰でも驚き困惑すると思

います。 

 また、杉浦メネットさんのこのような事業に関わ

って献身的に奉仕をされている事をスピーカーから

伺って、黙々と黙って素晴らしい奉仕をされている

ことに、驚きと感動の念を抱きました。 

大阪長野クラブ 
  ３月１４日(水) 

 田中メネット主査

は体調不良で不参加、

芳澤書記は仕事の都

合で直接現地集合と

なり、田中部長・望月会計と初田の３名で出発しま

した。開会時間を３０分間違えており、少し早めに

到着しました。 

 本日の例会は、堺クラブとの合同例会であり４月

の合同祝会の話し合いがメインの例会でした。白井

会長は外部からの参加者があると、祝会の裏がバレ

てしまうと冗談まじりに、多少の本音を入れて話さ

れました。 

 当日は、河

内クラブとし

ては「らくら

く 車 椅 子 登

山」と重なっ

ており、参加

する時間がすこし遅くなる旨の了解を頂きました。

大変ハードな時間割になりますが頑張って出席しま

しょう。 

 宮本主事が担当していました、ブラ

ンチが３月末で閉鎖になります。１年

間の担当でしたが、大変元気に活動し

ていましたのに残念です。今後は堺と

一緒になって活動をするようですが、少し寂しそう

でした。 

 

大阪泉北クラブ 
  ３月 27 日(火) 

 例会当日は生憎と小雨がパラつ

く肌寒い天候でした。いつもの例会

場の「じばしん南大阪」に余裕を持

って到着した。 

公式訪問も回を重ねると部長の語り口にも余裕が

感じられ、クラブの活動内容を褒めながらもかなり

の辛口の話も出ていたように思います。 

本日はクラブ内スピーチで、小路会員のホノルル

マラソンに関しての自分自身のウエルネスへの取り

組みについてお話をされ、普段からの心身の鍛錬に

真剣に取り組んでいる事を実感しました。また、遠

藤会員は六甲山全縦走の顛末記を話されました。全

長 56.5 キロの縦走は午前５時から夕刻の９時過ぎ

までの過酷な挑戦だったようです。サラッとお話を

されましたが、かなりの覚悟が必要なようです。 

とても元気を頂いて帰りました。 

参加者は 
田中部長夫妻・望月夫妻・芳澤・初田の６名 
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第３２期 第 10 回役員会  

２００７年 3 月２２日（木） 東ＹＭＣＡ 

“全ての活動は EMC に続く！”  

日本区強調月間  Y サ・ASF 

出席者  
望月・丸尾・岩坂・初田・伊藤・芳澤・横田・田中・

佐古・正野・山内 

 

4 月例会  ４月 19（木）・ サンホーム 

担当：A グループ    

  山内・岩坂・伊藤・石田・芳澤・中野・大谷・ 

ゲストスピーカー  

 佐古田 修氏(清心ホーム施設長) 

タイトル 「知的障害者施設の現場から」 

    

例会役割分担 
 司  会 岩坂正雄 君  聖句朗読 山内信三 君 

 食事手配 伊藤圭介 君  食膳感謝 山内信三 君 

 ニコニコ 大谷 君・中野 君  

受  付 大谷 君 

 

5 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく   丸尾欽造 君 

役員会報告      岩坂正雄 君  

例会報告       山内信三 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) 箕浦陽子さん 

にこにこテープ起し  芳澤伸之 君  

巻頭言        田中 加代子さん 

 

審議事項・連絡事項 
★ 4 月例会プログラム決定・山内信三君  

上記の通り 

★ 4 月７日/８日 西日本区役員会  

確認 

★ ライトハウスの支援について 報告 
    にこにこ献金２００４０円を４月４日に届ける。会長・

田中部長・芳澤 CS 委員長 

★ 3 月 21 日 ヴェクセルクラブ祝会報告 
    YMCA 国際高校に記念として木琴１０セット寄贈 

出席 望月・田中・初田・芳澤・横田・新本・増石・丸尾 

★ 阪和部車椅子テニス 4/30 について 
田保君がプレーヤーとして参加 

★ ５月１３日 東大阪ふれあい祭りについて 
   例年通りの協力をする 

★ 一泊研修会について 
   別紙案内の通りに実施する 

   会費は宿泊者３８００円日帰り参加者２０００円 

   クラブより５万円の補助をする 

   参加者 宿泊１０名 日帰り５名 

   テーマ 「開かれたワイズの活動」 

★ ５月メネット例会の進め方 
   ゲストに小林理子さんを予定。チラシの準備正野君 

★ ４月２８日 新旧主査会について 確認 

★ らくらく車椅子登山 計画・広報活動 
   PR: エコ大阪・ケーブルウエスト・リッツカールトンに

依頼済み。車両は１２台確保。3 月 29 日の実行委員会

でもっと詰める 

★ 大阪長野・堺 周年記念会の参加について 
      出席予定者 望月夫妻・初田夫妻・中野夫妻・伊藤夫妻・

田中夫妻・山内・芳澤・増石 

★ 部長後期公式訪問 

   今後の予定 3/27 泉北・4/12 堺・4/19 和歌山・ 

5/12 紀の川・5/17 河内・5/19 サザン・5/28 田辺 

★ 区大会における ＥＭＣ事業 表彰者推薦の件 
   青年会員 田保尚芳君 新入会員３名の報告 

★ 区大会における Ｙサ・ユース事業への報告 
   Y サ* 

    ワイワイフォーラムの支援協力 

Y サ支援コイン運動への協力 

卒業リーダーへの激励と記念品贈呈 

ユース 

橋崎主任を例会に招いて勉強会を実施 

一泊研修会で協議を深める 

★ 区大会時の部長報告における河内クのアッピール 
   会長に一任する 

★ 会長研修会の報告 
    YY ファンドを創設する提案がなされている。現在の

BF ファンド２５ドルを１５ドルに減額して、１０ドル

相当分を YY ファンドの資金とする 

 

★ その他 

3 月 24 日（土）“和み”横田・望月・藤井・初田 

4 月 26 日（木） 役員会  確認 

4 月 6 日(金) 第２例会 ブリテン印刷発送  

午後５時 

連絡網の充実（携帯電話＆携帯メール）正野君 

 

 
大阪ヴェクセルクラブ１０周年記念会 

２００７年３月２１日(祝) 

三井アーバンホテル 大阪ベイタワー 

 

  

 定刻の 1１時に祝会は開会した。岩間さんの司会

で堺会長の開会点鐘と開会のご挨拶で始まった。 

ご来賓の祝辞があり、続いて本日の講演例会のメイ

ンである WOA(World Olympians Association) 

世界オリンピアン協会のアジア地域事務所長のラー

スロ・ベレッシュ氏による「WOA とオリンピック

ムーブメント」と題しての講演がありました。本人

も近代５種でオリンピックに参加されたアスリート

でもあり、DVD を駆使してのお話は大変楽しく拝

聴しました。 

 講演が終わって質疑応答の時間で講師からの質問

に答えたら、お土産がもらえる企画があり丸尾君と

初田君が景品をゲットしました。 

 

 
河内の参加者 

田中・望月・新本・横田・芳澤・増石・丸尾・初田でした。 
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新しい年度になりました。２００７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。 

２００７年度各事業スタッフ体制（常勤職員） 

 新しく採用された契約職員は 4 名です。林博彦、野田眞由実、西尾寿士、山下日出夫 

 

「会者定離」 増石広之君有難う。 
                               初田  稔                    

３０数年間も及ぶ河内クラブでの奉仕に感謝します。 

貴兄と出会ったのはクラブのチャーターの時が初めてでした。以来、ブリテン担当

になった関係で、印刷関係の貴兄と行動を共にすることが多くなりました。ブリテン

の作成の事や印刷の事など色々と教えていただきました。最初のブリテンは写植で印

刷していましたね。続いて日本語タイプやワープロ等での「切り貼り印刷」に少しレ

ベルアップしました。日本語タイプの時には、一字の間違いは訂正が出来ても、少し多くの文字を挿入した

りする場合は、全部最初からタイプを打ち直しでした。特に日本語タイプの時は、同機種でグリコの脅迫状

がタイプされたと、警察が家まで来て調べられました。思えば懐かしい思い出です。やがてパソコンになり、

写真がデジカメで撮影して取り込めるようななり、数段の進歩をしました。パソコンでのブリテンになる前

の写真は、よく網掛けで無理を頼みました。 

苦しく、つらい時もありましたが、思い出せば楽しい思い出ばかりです。今のように携帯の発達していな

い時代には、アマチュア無線の試験にもチャレンジしました。１アマの貴兄に講師として教えていただき、

望月さんと大谷さんと私がアマチュア無線に合格して、電波を出したのも楽しい思い出です。 

無線ばかりではなく、写真も教えてもらいましたね。色々なカメラを見せていただき楽しかったです。し

かし、デジカメにしたのは私の方が先輩だと思います。デジカメも私よりも後で、新しくて性能の良いのを

買ってきても「私にはどうも合わん」と言って私の古いのと交換してくれましたね。レンズも良いのをいた

だいりと随分可愛がっていただきました。 

お別れのような文章になってしまいましたが、ヴェクセルに転会されても貴兄のキャラクターを失わずに、

素晴らしい奉仕をしてください。河内クラブでも色々と用事を作って呼び出しますのでその節には是非参加

してください。本当に永らくのクラブへのご奉仕ご活躍に感謝し、今後のご健康をお祈りします。          

部 事業  担当職員 

施設長                         尾北昇 

事務主任 濱添吉生（ショートステイ兼務）   

副主任 月川智宏 
事務局 

責任者 濱添 

事務局 

濱添 
 中井則子 

主任 秋山健二（ケアマネ兼務）    

 伊藤鉄矢（ショートステイ担当）   

副主任    石川慶子（３階担当） 

副主任 矢野成悟（４階担当）＜異動＞ 

ﾌﾛｱｰﾁｰﾌ 上村五月（５階担当） 

特養 

秋山 

 池田真大（3 階）中尾穂奈美（4 階）横山まどか（5 階） 

施設ケア事業部 

責任者 秋山 

医務室 秋山  外園順子、吉村みどり 

主任 葛島経生            
デイサービス 葛島 

 安佳余子、宮本貢 

ヘルパーステーション 

坂之上 
副主任 坂之上範子          ＜異動＞ 

副主任 宮原学 

 坂本安世             

ケアプランセンター 

宮原 

  稲毛延香           ＜異動＞ 

主任 大塚由実           ＜就任＞ 

副主任 吉田絵理 

在宅支援事業部 

責任者 大塚 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ 

大塚 
 弘田優子 

主任 堂本隆子 食生活創造室 

責任者 堂本 
 

 夘津羅陽子、大石和秀、田中和也 
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都島グラウンドでの出来事 
               東 YMCA 鈴木えみ 
 この春都島友淵地域でのウエルネス活動は終了すること

となりました。友淵グラウンドでサッカーを始めてから数年、

プレスクールクラスも展開しておりましたが、この地域にＹＭＣＡが出来る役目は十分果たされたと思って

おります。 

 この 3 月までは菅スタッフが都島グラウンドでサッカー指導を行っておりました。本当に本当の最終日に、

6 年前に菅スタッフが担当していたメンバーが中学 2 年生になってふらっとグラウンドに立ち寄ってくれた

そうです。「またリーダー、サッカー一緒にしような。」「けど、今日でここでするの最後やねん・・・」「リ

ーダーそしたらみんな連れてくるわ！」こんな会話の後、その子はひとりの友達を連れてきました。友達も

もちろん元ＹＭＣＡサッカークラスメンバーです。みんなを集めたかったけれどできなかった・・・けど彼

の必死さはひしひしと伝わるものがあったそうです。その最初に現れた中学生の彼は、現小学生のサッカー

メンバーのために飴を買って来て配りました。とってもとっても気の優しい子で、菅スタッフも心配するほ

ど優しい彼はどんな思いであめを買ってきたのでしょうか？小学生のクラスが終了し、菅スタッフと中学生

２人はサッカーをしました。みんな感無量だったことでしょう。それぞれが一時一時を大事にその時間を過

ごしたことと想像します。 

 これは素敵な偶然と思いますか？私は、なくてはならなかった計画された必然の出来事だったと思います。

この話を通じて、都島地域でＹＭＣＡが地域社会や子ども達にプログラムを通して成してきたことは、やは

り間違いではなく、素晴らしい子ども達を必死に育んできたということがわかりました。 

 私は西ＹＭＣＡ閉館時、いちスタッフでした。西九条の施設を離れ、プール事業が西ＹＭＣＡからなくな

るときの水泳担当スタッフでした。会員の方々から、なじられ責められ、辞めないでと懇願され、精神的に

不安的になりました。その時にある牧師先生が、「形あるものがなくなったとしても、人間の心の中に形のな

いもの『理念』は生き続けます」と教えてくださいました。 

 別れや離れていくことが多い季節ですが、ＹＭＣＡと関わった人々の胸の中で私たちが大切にしているＹ

ＭＣＡの理念は生き続け、そして豊かに成長を遂げていくことを願って止みません。そしてこれからも共に

活動してゆく仲間や子ども達、そして新たにＹＭＣＡ活動に参加していただく人たちへも私たちの理念が伝

わるようにと思いを新たにさせられた出来事でした。 

 

 

 

 東 YMCA リーダ卒 Y 式                      報告 初田 稔 

                         

 ３月１８日の夕刻に、リーダーの卒 Y

式がウエルネスの６階で行われました。

８名のリーダーが２年から６年間の東

YMCA のリーダー活動を終了して社会

へ巣立って行きました。本当にお疲れ様

でした。ご苦労様でした。心からお礼を申し上げたいと思います。佐古至弘運営委員長から卒業リーダーに

感謝の盾が贈られ、望月強河内クラブ会長から記念品が贈られました。在 Y 生からの送辞も卒 Y 生の答辞も

涙・涙のでも清々しい一幕でありました。 

 東 YMCA を巣立って社会人になっても機会を作って遊びに来てください。ここはあなた方と子供たちの

心の故郷です。また、お会いできる日を楽しみに待っています。お元気で活躍してください。 

 

  

 

   

 

 

 

 

参加者 

佐古・田中・望月・丸尾・横田・芳澤・初田 
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連載ＮＯ 29 「私の独り言」 

   
「道草」は遠くなりにけり      

 丸尾初子さん 

 

近頃私の勤める小学校には、毎日のように不審者

情報が寄せられ、その絶え間ないことに驚いていま

す。私が子供だった頃、下校の道のりは、虫取りな

ど興味のひく遊びやお友だちの家でおやつをもらっ

て食べながら帰ったりと、なんとものどかで楽しい

道草物語がたくさんありました。 

しかし、今日ではどうでしょう。不審者から子供

たちを守るために、自治会やＰＴＡの大人の人たち

に見守られながら、子どもたちはさっさと家に帰ら

なければなりません。それに運転マナーの悪い車ま

でもが、わがもの顔に狭い通学路を走るのですから

保護者の方の心配も絶えません。孫もそれぞれの地

域で、どなたかのお世話にな

っていることを身に感じて、

主人も週に何度か、下校時の

「見守り」に参加しているよ

うです。 

子供たちが安心して、のび

のびと遊ぶ、学べる、そのよ

うな時代の再来を痛切に願

っているのですが道草文化

は消滅しそうですね。 

 

 

 

 

 

メネット事業通信(10) 
 

西日本区メネット事業支援金送付締切について 

 

西日本区メネット事業支援金送付では多くのご支

援をくださり有難うございました。支援金明細中間

報告は西日本区報第２号に掲載させていただきまし

たが、お陰様で目標額に達する事が出来ました。会

計年度の締切りもあり、一応４月２０日(金)で締め

切らせていただきます。皆様、本当にご協力有難う

ございました。最終報告は区報第３号に掲載いたし

ます。 

 

 

能登半島沖地震の報告 

 

中部の山内ミハル メネット主査の報告で、能登

半島沖地震では皆様無事との報告があり安心しまし

た。 

河内クラブ一泊研修会報告 
初田 稔 

 

３月３１日(土)～４月１日(日)にかけて一泊研修

会が開催された。今年は予定していた六甲 YMCA

が満杯で予約が出来ず、慌てて佐古君に生駒山麓公

園センターを段取りしていただいた。 

当日はかなり暖かく、山上の桜も３分咲きで次の日

曜日には満開でしょうか。 

丸尾君の担当での一泊研修会は、しっかりしたレ

ジュメと段取りで普段と違う緊張感を覚えた。岩坂

君の発題で「よりよきワイズのために・開かれたワ

イズのあり方」を参加者一同で考え、活発な意見の

交換をした。午後１０時前に一部の会議がおわり、

日帰り参加組は帰宅し、宿泊組は恒例の「お喋りタ

イム」となつた。日付が変った午前１２時３０分こ

ろに喋り疲れて「オヤスミ」となりました。 

翌日は朝食後、１時間ほどの「研修会パートⅡ」

を行い、１０時前に散会となった。詳しい報告は後

日に丸尾君から提出されると思います。 

参加者 
佐古・田中・初田・丸尾・宮本・望月・横田・岩坂・大谷・

山内・ 

メネット 伊藤玲子・初田眞佐子・丸尾初子・望月治子 

  
玄関のしだれ桜        研修会場 

 
望月会長を囲んで熱心な意見交換 

 
丸尾司会による研修会風景 

 
当日の参加者 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  丸尾 初子 １９ＸＸ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 

田保 尚芳 １９８３年４月２８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（名古屋グランパスクラブ） 

 

 西日本区強調月間  Y サ・ASF  

私達が支援している YMCA に、新しい息吹を注ぎましょう。Y’s が呼び掛けて、クラブメンバー・YMCA

役員・YMCA スタッフが心を開いて話し合いましょう。そして、具体的な方向を見出しましょう。 

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

            

４４月月－－５５月月のの予予定定  
 

４４月月   
４月 ６日(金) 第２例会 東 YMCA 

４月 ７日(土)～８日(日) 西日本区役員会 

      準備役員会 H クライトン 

４月１９日（木）例会 サンホーム６階 

４月２２日(日) 第１１回 らくらく登山 

堺・大阪長野クラブ合同周年記念会 

４月 26 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ. 

４月２８日(土) 第３回 主査会 南 YMCA 

４月２８日(土) なごみ 

４月３０日(祝) 障害者テニス大会 舞洲 

 

55 月月   
５月 ２日(水) 第２例会 東 YMCA 

５月１３日(日) 東大阪ふれあい祭り 

５月１７日（木）例会 サンホーム６階 

         メネット例会 

５月 24 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ. 

５月２６日(土) なごみ 

 

 

 

 

 
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 
２月は大変暖かくて、今年の冬はどこに行ったのかと思っていたら、３月になって初雪の観測があったり、非常

に不順な天候でありましたが、やっと春らしくなって来ました。このブリテンが手元に届く頃には桜の花も散って葉

桜になっていると思います。つかの間の春を楽しんでください。          (M.H) 

お知らせ 
 第１１回らくらく車椅子登山 

 


