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

 
 

【今月の聖句】 コリントの信徒への第二の手紙 8 章 15 節 

多くを集めた者も、わずかしか集めなかった者も、不足することはなかった。 
～ 人はそれぞれ役割と能力に違いがある。年間の反省をする中で、それぞれの働きをそれぞれに評価して次期へバトンタッチしましょう。 ～ 

 

 

「色々と教えて頂きました」        
 会長 望月 強 

 

クラブはガラスの器であると先輩から教えてい

ただいてきました。正にその通りで少し乱暴に扱

うと壊れてしまします。又窮屈なケースに無理に

押し込めようとしますと何処かにヒビが入ります。

しかし、その器を皆さんで大切に磨き守っていく

と美しい光沢を放ちます。得てして私は自分の我が侭がでて、自分の

思い通りにする事が多く、皆様にもご迷惑をお掛けしたことでしょう。 

クラブ員は小さな砂です。手のひらに載せている時は良いのですが、

握り締めると指の間からスルリと抜けてしまいます。 

 

この一年を振り返ってみますと、クラブ会長の難しさが身にしみて

分かりました。阪和部の会計とクラブ会長の二足の草鞋をはき、どち

らも難なくこなせると錯覚していました。しかし、クラブ会長は責任

も重く、気の抜けない役職である事が良く判りました。 

河内クラブの皆様に支えられ、多くの事を学ばせていただいた一年

でした。大変勉強になりました。 

 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ２３名 ５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  0 円 ５月分 ５月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ４６名 累計  42,000 円 0 円 24,460 円

メ ー ク ア ッ プ 0 名 役 員 会 出 席 者 １０名 切手 0pt 累    計 累    計 
５月の 出 席 率 ７７.3％ ５月の全出席者 ５６名 累計 48,500pt 0 円 205,239 円

 

６月例会プログラム 
6 月 21 日(木) サンホーム 

 

司会  田中惟介君 

開会点鐘        望月会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       初田 稔君

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

事業報告      各事業委員長

食前感謝       岩坂正雄君  

食事・歓談      一   同

 

ゲストスピーチ  上村 賢氏 
(日本ライトハウス経営管理部長)

 

誕生・結婚祝      望月会長

にこにこアワー   宮本・藤井君

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘   丸尾次期会長 



 大阪河内ワイズメンズクラブ   ２００７年 ６月報  

－２－ 

 5 月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００7 年 5 月 17 日（木）18:30～21:00                            記録 新本英二

出席者(敬称略) 

メ ン 尾北・佐古・正野・新本・中野・藤井・丸尾・望月・山内・

横田・芳澤・大谷・岩坂・田中・初田・濱添・田保 

メネット 伊藤・中野・初田・望月・田中・大藪 
ゲスト＆ビジター 

松田洋子（豊中) 今井利子・藤井弥生（なかのしま）・吉田全

孝・芳子・恵美奈富紀子・小池晃・寺岡博也・（サウス）・岩本

二三子・内田彩子・林成子・宍戸秀子・杉浦英・文子(奈良) 

遠藤通寛・典子(泉北)・白井公子・植下恭子(長野)・稲毛延香・

大塚由美・宮原学（サンホーム）青野剛暁（ゲスト）・ 

小林理子(オカリナ奏者) 

以上 46 名 

大阪河内クラブでは、５月例会をメネット例会と

しプログラムの全ての設定、進行、司会等をメネッ

トに委ねて、メンはサービスに徹し蝶クタイ着用と

決めている。さて２００７年５月 17 日の５月メネ

ット例会は如何になりましたでしょうか。 

メネット事業主任 松田 洋子さん発信のメネッ

ト事業通信（１１）でこの例会が案内されていた関

係もあって、開会１時間前より色彩豊かなメネット

が三々五々ご来会となってこのメネット例会の盛会

を約束してくださったのであった。 

会場は西向きを正面として、５テ

ーブルに各１０席準備して、各テー

ブルに季節の花を飾りメネット会を

引き立たせたのであった。メネット

主査 田中加代子さん

司会の一声で静粛にな

り、望月治子メネット会

長の点鐘は柔らかに会

場に響いた。メンはサー

ビスに徹するというこ

とからか、聖句朗読は新本メンが朗読し

た、「同じ思いとなり、同じ愛を抱き、

心を合わせ、思いを一つにして、私の喜

びを満たして下さい。へりくだって、互

いに相手を優れた者と考え、自分の事だ

けでなく、相手のことにも注意を払いなさい。」（フ

ィリピの信徒への手紙２章 2～4）この手紙はパウ

ロという伝道者が、牢獄の中からフィリピの信徒に

出した手紙です。フィリピは現在のギリシャ南東部

の町ですが、ＢＣ４００年頃栄えた。この手紙は今

日の教会でもよく朗読される。パウロは苦難を恐れ

るなと励ましていた。パウロはよく伝道した。聖書

の記録では４回ユダヤから出て地中海沿岸ギリシャ

沿岸部を伝道し、牢獄からの手紙が４通あって獄中

書簡とされているものの１通です。 

食事はサンド弁当だったが、彩りも、

配置も、味も全てよし。テーブルにあ

る各クラブよりのお土産の数々。全て

よし。恒例のメンサービスのコヒー・

紅茶の出前サービス。これも受けた。

優しく丁重におもてなしの心を込めて笑って笑顔で、

「来年もお越し下さい」がベリグー。次はケーキ、

バター、チーズ、ブルーベリー３種類のパイの選択

 
サービス。またまた受けました。そこでイベントの

開始。演奏家小林理子さん３度目の登場です。 

今夕はオカリナの演奏。先ず質問がありました。

「オカリナは何から造られています

か？」「土からです」小林さん満足。

ついで「オカリナの生まれた国は？」

「中国でしょうか、イタリアでしょ

うか、南米ペルーでしょうか」当た

りましたよ。イタリアです。オカリーナ。オカリナ

楽器には大小様々。オカリナは音域が限定されてお

り、大楽器は低音、小器は高音。原材料が土で割れ

やすく運搬時には気を使うようです。演奏にまた満

足。 

２部司会の正野メンが今夕の感想はと問いかける

と皆様一様に「満足！また来たい。」結構なメネット

例会でありました。メネットはセンス好き、いいも

の大好き、おいしくてやすいもの最高！会費１００

０円で大満足のメンサービスのプログラムでした。 

 

 
小林理子さんの演奏風景―１ 

 

 
 小林理子さんの演奏風景―２ 
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例会風景-1 

 
例会風景-２ 

 
仲の良いことで ラブラブの遠藤ご夫妻 

  
芳澤君          田保君 

  
ホスト NO1、NO2、NO3???・・・・NO４??? 

 

 
飲み物の準備中 

にこにこ語録(5 月例会) 敬称略 

              テープ起稿 大谷美佐子 

 

吉田全孝（サウス） メネット例会をいつ

も楽しみにしております。有難うござい

ました。 

遠藤通寛(泉北) 誕生日プレゼ

ント今年もいただきまして

有難うございます。 

遠藤典子(泉北) 夏まつりの曲をかけなが

らお掃除をしたいと思います。 

惠美奈富紀子（サウス）今日は

有難うございました。オカリ

ナの澄んだ音色に心が洗わ

れる想いです。 

吉田芳子（サウス）心にしみるような音

色を聞かせていただき有難うございま

した。河内のメネット例会に毎回参加す

るのが楽しみです。お酒が出ないのが寂

しいですが・・・・。 

小池 晃（サウス） 「一期一

会 ほんとに良かったこの今宵」 

寺岡博也（サウス） オカリナ

で透き通った音が出るとは

思いませんでした。有難うご

ざいました。 

松田洋子(豊中) すごく感激

しました。良かった、楽しかった、美味

しかった。 

今井利子(なかのしま) 管楽器

でない、もちろん打楽器で

もない。なんだろう、やっぱり土の音が

しました。なつかしいです。 

藤井弥生(なかのしま) オカ

リナの演奏も、会場もすてきでした

（季節の草花がテーブルにあり）ま

た寄せていただきます。 

岩本二三子(奈良) いつも楽

しい例会を有難うございます。オカリナ

のイメージが変わりました。どんな曲で

も演奏できるのがわかりまし

た。 

内田彩子(奈良) オカリナ演奏初めて聴か

せていただきました。有難うございまし

た。 

林 成子(奈良) オカリナをたくさん聴

かせていただけて好きな楽器のひとつ

になりました。メネット例会毎年楽しみ

にしています。男性がこんなに親切かと

身にしみて感じております。 

杉浦文子(奈良) いつも河内クラブではお

誕生日祝いと結婚祝いを祝っていただ

き有難うございます。オカリナが陶器で

出来ていると言うこと、クイズも正解し

ました。 
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宍戸秀子(奈良) いつもいい音楽を聴かせ

ていただき有難うございます。オカリナ

を息子さんといっしょに作られたと聞

いておりまして涙がでました。 

白井公子(長野) 周年には河

内より沢山おこしくださいまして有難

うございました。オカリナとギターの演

奏がマッチしていてよかったです。今日

はメンさんが良く動いておられます。帰って皆に伝

えないといけないと思いました。 

青野剛暁(大阪府議会議員) 日頃慌ただしく

していますので気持ちを落ち着ける良い

機会をいただけた。今日学ばさせていた

だいたことは、男性のかたが優しくホス

トされていることです。これが家庭円満

の秘訣だなと学ばさせていただきました。 

杉浦 英(奈良) しばらくぶりに例会に参

りました。すばらしい例会でした。 

植下恭子(長野) 私は幼い子

供を先に天国に送ってます。

４０年ぶりに天国から息子

の声が聞こえたようで感動

しました。有難うございました。 

小林理子（ゲスト） 今日はステキなお

席に呼んでいただきまして有難うご

ざいます。演奏して気持ちが伝わった

のなら曲を作って良かったです。良い

機会に呼んでいただき、良い思い出に

なりました。 

田中惟介 理子さんのCDが２枚残って

います（３枚 販売済み）内孫が５月９

日に生まれました。３６３０グラムで四

国まで行って来ました。田中家もこれで

安泰です。 

正野忠之 サウスクラブでバンドネオン

の音楽を聴いて、いいなあと思い 河内

でオカリナの演奏を聴き、私の誕生月で

もあり、有難うございます。つたない準

備で皆さんご満足いただけたかどうか

わかりませんが、本当に有難うございました。 

稲毛延香（サンホーム） 皆さんの温かい

おもてなしときれいなオカリナの音色

に大変癒されました。明日からの仕事

も頑張りたいと思います。 

大塚由美（サンホーム） 学生

時代にゴルフをしていまして、また始め

たのですが、腕のほうはかなり下降気味

です。練習を再開しないといけないと思

っています。ケアーマネージャをしてい

ますので、何かありましたらご相談くだ

さい。 

伊藤玲子 先日、明日香の玄武の特別公

開に行ってきました。明日香の風に吹

かれてウォーキングしたんですけど、

その時の情景が浮かんできました。オ

カリナと古代の人が吹いた竹でできた横笛の音色が

スーと浮かんできまして、古代の衣装を着た理子さ

んが浮かんできまして・・・・。そのことを言いた

かったのです。 

新本力子 すごく力がみなぎっていて良

かったです。 

田中加代子 この１週間い

ろいろありまして、出席で

きてうれしいと思ってい

ます。オカリナも心に響く音色でとて

も良かったです。ありがとうございま

した。 

望月 強 石田君がらくらく登山にき

てくれ、今度 YMCA のゴルフ大会にも

参加することになりました。うれしこと

です 

 
 

本日のにこにこは２４４６０円でした。 

ご協力に感謝いたします。 

 

 

 

 

阪和部ウエルネスウオーク 

ご案内 
 

西日本区大会の参加余韻の醒めない大会の翌週に

「ホタル観賞会」が行われます。 

楽しい一夜を皆さんで楽しみましょう。 

 

 

 

 
 



 大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００７年 ６月報  

－5－ 

部長後期公式訪問随行記 
              報告 初田 稔 

和歌山紀の川クラブ 
  5 月 12 日(土) 

今 回 の 紀 の 川

クラブ例会は、和

歌 山 YMCA の

30 周年記念会や

DBC クラブの６

０ 周 年 祝 会が 重

複し、対応に苦労

している様子が、

ク ラ ブ の 大き な

関 心 事 と なっ て

いるようでした。

ど ち ら も 上手 く

運 営 が 出 来る よ

う に 活 発 な意 見

がだされ、真剣に討議がなされました。 

部長のスピーチの時間も充分に与えられましたが、逆に

短めのスピーチだったと思います。翌日の長野市民祭りに

協賛するたこ焼きの準備に大変なようでした。たこ焼き用

の明石産のタコをファンドで販売しておりましたので一袋

買って帰りました。 

 

サザンスカイクラブ 
 5 月 19 日(土) 

 大阪サザンスカイクラ

ブの例会は昼間に行いま

すので、当日は１０時に出

発しました。 

望月さんは作業をする

気持ちが満々で作業服で

の参加です。ところが生憎

と作業をするための材料

が届いて無くて作業は中

止でした。残念。お昼ご飯をいただいて例会が始まりまし

た。本日の例会はテーブルではなくて、皆が車座に座って

のユニークな例会です。こんなアットホームな例会もいい

もんですね。楽しくて清々しい気分で、紀泉わいわい村を

後にしました。 

次回はホタル観賞です。楽しみにしています。 

 

河内クラブ 
 5 月 17 日(木) 

ブリテン２ページの報告通り楽しいメネット例会でした。

メンバーの殆どが部長の公式訪問を失念していました。ス 

ミマセン。 

 

田辺クラブ 
 5 月 28 日(月) 

 田辺クラブの訪問はウイークデーなので部長のお供は書

記と会計の２人となりました。 

 大阪を１１時に出発して、田辺で昼食をとり和歌山県の

著名人「南方熊楠顕彰館」を訪ねました。あいにくと月曜

日は休館日で観る事は出来ませんでした。ついでに「闘鶏

神社」を訪れて樹齢１２００年の楠木とご対面。続いてナ

ショナルトラストの先駆である、「天神崎」でつかの間の昼

寝を楽しみました。 

 
天神崎の風景 

田辺クラブの新しい例会場である「愛の園」特別養護老

人ホームへと向かいました。地図を頂いたのですが、町村

合併のためか住所がナビにはありません。電話番号は古い

ものと一緒なので、着いたところは、古い「愛の園」。慌て

て近くの老人ホームで新しい地図を教えてもらい、U ター

ンです。 

 新しい建物は

敷地２０００坪

に３階建てのも

ので、入居者１１

０名は全て個室。

１１のグループ

に分けられて、

11 のグループホ

ームが一箇所に

固まっている感

じです。各個室には住所表示がしてあり、ドアには表札も

掛けてあり一戸建ての住宅なみです。全て自宅の家具類の

持ち込みも OK とのことで自宅で生活をしている延長です。 

例会風景 

 人数は少ないですが例会は大変活気があり、個人的な感

覚ですが、期の初めに訪問した時とは雲泥の差がありまし

た。今後の活動に期待したいと思います。 

 楽しい例会と素晴らしい卓和、素晴らしい建物を見せて

頂き気持ち良く帰路につきました。 

 

 

 

今期の部長公式訪問は河内クラブでの試運転 

から始まった。最初は緊張していた部長であるが、 

回を重ねる度に口も滑らかになり、自分の思いは 

伝えられたと思います。 

田辺クラブを最後に、部長との同行も無事に１０ 

クラブ各２回、２０回の訪問を終えることが出来ま 

した。各クラブでの歓迎に感謝申し上げます。 
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第３２期 第 12 回役員会  

２００７年 5 月 24 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“全ての活動は EMC に続く！”  

日本区強調月間  評価・計画 

出席者  
望月・丸尾・岩坂・初田・藤井・芳澤・横田・濱添・

田中・佐古・ 

 

6 月例会  6 月 21（木）・ サンホーム 

担当：C グループ    

  田中・箕浦・佐古・藤井・初田・宮本・和田林・ 

ゲストスピーカー 上村 賢（日本ライトハウス） 

          盲導犬のお話 

例会役割分担 
 司 会  田中惟介 君   

聖句朗読 初田 稔 君  食膳感謝 岩坂正雄 君 

 食事手配 箕浦泰之 君  

 ニコニコ 宮本桂子 君・藤井敬子 君  

受  付 初田 稔 君 

 

7 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく   山内信三 君 

役員会報告      岩坂正雄 君  

例会報告       初田 稔 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) 山内たりほ さん 

にこにこテープ起し  田中惟介 君  

巻頭言        丸尾欽造 君 

 

事業活動報告 旧事業委員長 

事業活動方針 新事業委員長 

 

審議事項・連絡事項 
★ 6 月例会プログラム決定・田中惟介君 

6 月例会の進め方 盲導犬のお話し 

芳澤君に託された寄金を寄附する 

(盲導犬育成のために) 

★ 6 月 23 日 新旧合同評議会(第４回・第１回) 

評議会参加と懇親会の参加確認 

★ クラブ会計 次期クラブ予算の確認について      
丸尾次期会長が準備中 

★ 次期西日本区書記の活動費支援について 
   次期会長に原案をだしてもらう 

★ クラブ役員・事業委員長等の引継ぎについて 
   別紙に記載の通り細部に渡って引き継ぐように 

★ 第１０回西日本区大会参加者最終確認 
   望月夫妻・田中夫妻・初田夫妻・伊藤夫妻・丸尾・

横田夫妻・芳澤・佐古・新本・ 

★ 代２２回アジア大会参加者募集 

   参加希望者は丸尾次期会長へ連絡してくたさい。 

★ 大阪 YMCA１２５周年事業の一環として 

 ウオーターセーフティハンドブックの配布  
大阪河内ワイズメンズクラブの名前を入れて地域の

学校に配布し、広報の一助とする  

(支援金 ３２０００円を寄付する) 

★ ウエルネスウオーク ホタル観賞  
６月 16 日(土)～１７日(日) 紀泉わいわい村 

   初田×2・田中×2・望月×1 

★ レインボークラブ ６月１７日(日) 
    六甲 YMCA 行きの応援 ６月ブリテンで協力者を 

★ ６月５日(火)～８日(金) ドイツ青年のホームステ

イ支援 
   ６月５日(火)夜歓迎会(東 Y) 

６月６日(水)奈良見物 

６月７日(木)泉北クラブ 

６月８日(金)大阪見物後西日本区大会へ 

★ メネット食事会 リッツ・カールトン 
日時 ６月１３日(水) 正午 

場所 リッツ・カールトン５F 「花筐」個室 

費用 ８０００円以内(京風懐石) 

人数 １２名以内 (メネット優先) 

連絡と準備はメネット会長が担当する 

★ 部長後期公式訪問 
２８日（月） 田辺 

   
★ その他 

5 月 26 日（土） “和み” 

6 月 1 日(金) 第２例会 ブリテン発送 

次期準備役員会 

6 月 28 日（木） 役員会 

 

 

 

 

ゲストスピーカーのご紹介 
 

社会福祉法人日本ライトハウス 

法人本部 経営管理部長 

上 村  賢 氏 
(うえむら まさる) 

 

☆関西学院大学在学中、神戸ＹＭＣＡ余島キャン

プリーダーとして活動。 

☆昭和５３年(１９７８年)、卒業と同時に大阪Ｙ

ＭＣＡに奉職。 

☆大阪中央ＹＭＣＡ配属。西九条センターの３年

を含め、６年間青少年活動に携わる。 

☆大阪南ＹＭＣＡ・阪南センターに異動。野外活

動のほか、サッカー・ラグビーを指導。 

１１年間在籍。 

＊東大阪ＹＭＣＡと合同で「おはようサイクリ

ングクラブ」、「サイクリングツアー」も実施。

☆大阪ＹＭＣＡ呼子高原センターに異動。環境教

育の先駆的試みを実践。２年間在籍、退職。 

＊『環境・開発教育ハンドブック』の執筆・編

集を担当。 

☆平成９年(１９９７年) 社会福祉法人日本ライ

トハウス就職。現在に至る。 

法人本部に在籍。会計・総務・人事・研修等を

担当。 
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「ツバメ」 
宮本桂子 

今月も我が家の軒下に、ツバメが巣を作りました。

今年で７年目位になるでしょうか。毎年やって来て

は何匹かが巣立って行きます。この夫婦は昨年の親

鳥なのでしようか?。巣立った子が戻ってきて新居を

構えるのでしょうか?。安全を確認するかのように、

何日間か軒下の辺りを飛び回って、やがて巣作りに

入ります。 

 雌雄が交代で卵を温め、卵が孵るとせっせとエサ

を運んできて、子供達は我先にと大きく口を開けエ

サをねだります。 

 すごいなと思うのは、私が軒下に出ると一匹の親

鳥が私を威嚇するのです。これはきっとお父さんだ

な?と私は勝手に思い込んでいるのですが、子供たち

を守る為に必死になっているように思えるのです。 

 やがて、子供達は巣の近くで飛ぶ練習をした後、

どこかへ飛び立って行きますが、親たちはまだエサ

を運んで来ます。カラになった巣の前できょとんと

している親鳥はなんとも愛らしいです。そんな事を

２～３日繰り返した後、親鳥もどこかへ去っていき

ます。 

 人間界では毎日のように、親子の殺し合い、虐待

等のニュースが流れ、ニートが社会問題になってい

ますが、ほんに小さなツバメに学ばせていただく様

に思います。 

 

 私の８６歳になる父親が「ツバメの巣は畑の土を

使って作るのやで。近頃は畑も少なくなって、ツバ

メも苦労してるやろ。巣は落とさずに置いといてや

れば、翌年に補修して使うと思うよ」と言うので、

そのようにしてみました。そしたら、翌年には父の

言うように巣作りをしていました。でも、時々巣か

ら落ちて死んでしまう子がいるので、主人が可愛そ

うに思い、昨年は巣の下にプラスチックの板を付け

てやりました。ところが、プラスチック板で巣が安

定したせいでしようか、今年は巣の補修を全くしな

いで巣作りをしてしまい、横から見ると巣は半分壁

から剥がれています。 

 良いだろうと思い手助けをしてやったのですが、

野生のツバメすら手抜きをするようですね。これは

人間にも当てはまるなあと、巣を眺めながらふと考

えています。 

 
 

 

 

 

今期会長より連絡 
 

今年度のクラブ役員・事業委員長・プロジェクト

委員長ほか各担当者は、６月の例会にて今期の活動

報告をお願いします。300 字～400 字位で報告し

てください。報告書は 7 月報ブリテンにも掲載いた

します。 

今期の役員・委員長は下記の方々です。 
会 長   望月 強 

副会長   丸尾欽造 

書 記   初田 稔 

書 記   岩坂正雄 

会 計   芳澤伸之 

会 計   藤井敬子 

直前会長  横田憲子 

ブリテン  初田 稔 

Y サ・ASF 山内信三 

交 流   新本英二 

ファンド  横田憲子 

地域奉仕  芳澤伸之 

EMC    正野忠之 

広 報   伊藤圭介 

メネット  望月治子 

 

 

次期会長より連絡 
 

今年度のクラブ役員・事業委員長・プロジェクト

委員長ほか各担当者は、次期担当者に対して引継ぎ

作業を完成してください。 

引継作業 
① 事業報告 

② 決算報告 

③ 継続事項の有無 

④ 金融資産・物品・在庫品等 

⑤ マニュアルやツール 

⑥ 各種議事録 

⑦ その他申し送り事項 

 

次年度のクラブ役員・事業委員長・プロジェクト

委員長は、６月の例会にて次期の活動計画の発表を

お願いします。300 字～400 字位で発表 してくだ

さい。活動計画は 7 月報ブリテンに掲載いたします。 

 
会 長   丸尾欽造 

副会長   山内信三 

書 記   初田 稔 

書 記   大谷美佐子 

会 計   芳澤伸之 

会 計   藤井敬子 

直前会長  望月 強 

連絡主事  濱添吉生 

Y サ・ASF 佐古至弘 

交 流   岩坂正雄 

ファンド  田中惟介 

地域奉仕  横田憲子 

EMC    正野忠之 

広 報   尾北 昇 

メネット  丸尾初子 
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               東 YMCA 鈴木えみ 

 ＹＭＣＡ桃の里通信 
 春の短期集中からプログラムを始めてはや 2 ヶ月が過ぎようと

しております。はやいのか遅いのかわからなくなるほど、日々刻々

と変わる状況のなか、スタッフ・非常勤・ボランティアリーダー達は明るく元気に働いております！ 

 5 月に入り全学年で正課クラス（保育中の体育授業）が始まりました。年長さんは水泳・体育が月 2 回、サッカーが

月１回。年中さんは水泳・体育が月２回。年少さんは水泳・体育が月１回です。年長さん、年中さんとも前年度の経験が

あるので、落ち着いた雰囲気でクラスは進みます。年少さんは初めての環境で初めての指導者で、驚きの連続ですので、

泣いてしまう子もいます。「プールは入らない」「もう帰る」と言いながらわんわん泣いています。 

 けれどもさすがＹＭＣＡリーダー！子ども達の気持ちに寄り添い「もう帰ろうね～」といいながらやさしい笑顔と温か

い雰囲気で子どもを包み込みます。年少さんは水遊びが大好きになることが目標ですので、まずはおもちゃを出しておも

ちゃを使って水遊びをします。そうしたら、泣いている園児もちょっとずつ水に近づきあっというまにプールに入って、

バシャバシャと遊んでいます。帰るときには、泣いていることは全く忘れてしまったようで「プール楽しかったねぇ！！」

と、先生やお友達に語っています。そんな健気な園児たちと関われることに感謝をし、子ども達に願いと愛を込めて接し

てゆきたいなと感じる今日この頃です。 

 ６月１０日午前１０時より１２時は、ＹＭＣＡ桃の里プール無料開放デイです。どうぞ水着とタオルを持って遊びに来

てください。 

 東ＹＭＣＡ通信 
 新体制になってこちらもはや２ヶ月弱。鈴木不在の毎日が続いておりますが、菅さん、細田さん、新人佐藤さん、そし

て事務所の大御所となられました大野さんが奮起しております。どうぞ来Ｙしたときは温かい励ましの声を掛けてくださ

いませ。 

 ５月３日から５日は野外リーダーのキャンプ実技トレーニングでした。今年は「野外での生活の不便さを知る」と「野

外基本技術の習得」を目標に河内長野の岩湧山の麓でトレーニングを行いました。１日目は南海高野線天見駅から山道を

約２時間半、ザックに寝袋・なべなどの炊事用具を担いでキャンプサイト入りをしました。急勾配のある山道でしたので、

山道を歩きなれていないリーダー達はへとへとになりながらキャンプ地にイン。２日目は全行程は７．５キロの山道でし

たが、キャンプ場周辺の岩湧山を初めとして３つの山を登りました。最後はブッシュくだりを行い、道なき道を自分で選

んで進む楽しさを体験しました。３日目もまたザックを背負い天見の駅まで歩きました。 

 「歩け歩け」の３日間だったのですが、リーダー達の心境としては極限まで近づいていたと思われます。「もうだめ」

「死にそう・・・」と弱音を吐きつつ、周りからの励ましの声やエール、優しく差し伸べられた手があり、リーダー達は

誰一人リタイアすることなく全行程を歩きとおしました。その時に感じたことは励まされることが大きな力になることを

実感したこと、仲間が居るから最後まで頑張れたこと・・・私たちがまさに子ども達に伝えたいことをリーダー自身が現

体験をしました。 

まずはリーダー本人が体験する。そのことがわかったうえで経験を子ども達に伝えることができるのだ、そして伝える言

葉に重みがあり力があり愛がある・・・そしてとても嬉しいことに今年のリーダートレーニングは全員参加ができました。 

一人一人の中に残った経験が活かされることを、日頃の子ども達との活動の中でそして彼らの人生の中で心から願います。 

 次月は５月１３日から２４日の間、北米研修に行っておりました菅がブリテンの報告させていただきます。 

 

リーダー委嘱状の伝達   
 

今年もリーダーの委嘱状が佐古至弘運営委員長からリー

ダーの皆さんに渡されました。６人のリーダーが出席で

した。今後のご奉仕に期待しますと共に、ご苦労様とお

礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 
１、 １００歳の誕生日 
  特別養護老人ホームサンホーム入所者のＭ．Ｓさんが５月２５日（金）に１００歳の誕生日を迎えられ、お祝いの会

を行いました。５月２３日には最高齢のＹ．Ｈさんが１０４歳になられ、サンホーム５階フロア－は長寿の花が咲い

ています。 

２、 外出行事（鶴見緑地） ６月３日(日) 
  特別養護老人ホーム入所者・ご家族の皆様約１０名が、咲くやこの花館や鶴見緑地公園の散策、ダイヤモンドシティ

での買い物等を楽しみます。 

３、 サンホームギャラリー  
昨年実施し、好評でした聖句書道展をみとキリスト教会佐藤義行牧師の協力により今年も開催します。 

今回は、サンホーム 1 階のギャラリーで７月３日(火)から 7 月１７日（木）まで開催します。聖書のことばが書道

によってどのように表現されているか。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 
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連載ＮＯ 31 「私の独り言」 
  「母を想う」      

 望月治子さん 

 

今年の母の日を迎え、昨年の 12 月に９５歳で昇

天した母を思い出しています。父は既に４０年前に

亡くなりましたが、母は私の実家で弟夫婦と共に元

気に暮らして居ました。私たちは３人姉妹です。母

は年老いてからも嫁ぎ先の娘３人の処へは泊まった

ことは無く、自分の家が一番良いと言っていました。

若い頃から旅行が好きで国内旅行に出かけていまし

た。私がワイズの大会等で「あんな所へ行ったよ」

「こんな所へ行ったよ」と言うと母は「あそこは良

い所だよ」と相槌を打ってくれました。よく旅に出

ていましたので何処でも知っていました。 

 母が８０歳代の頃、元気なうちに海外旅行をしま

しょうと母と私と２人だけでハワイと台湾に２度出

かけました。今思えば私が母にした唯一の親孝行だ

ったかもしれません。 

 晩年、少しは物忘れをしてきましたが、自分の身

の周りの事は自分で出来ていました。同じ話は何度

もしますが、ボケもせずにお喋りが好きでした。食

事も好き嫌い無く子供孝行でした。私も老後は母の

ように元気で長生きが出来ればと思う今日この頃で

す。 

 

 

 

メネット会長を終えて 

一年間有難うございました。 
 

メネット会長 望月治子  

 

風薫る青葉の美しい季節にな

りました。 

 ５月の河内クラブのメネット

例会も無事終え任期もあと少し

となりました。今期は９月の阪和

部会に始まり、１１月「阪和部メネットの集い」の

ホスト、そしてサンホーム１０周年記念祝会等があ

りました。又他クラブの周年記念祝会もあり楽しい

行事が目白押しでした。田中メネット主査をはじめ

河内メネットの皆さまにも大変お世話になり有難う

ございました。 

 メネットはメンの応援団と言いますが、私達メネ

ットをメンが応援をして頂いた様に思います。皆さ

ま方のご協力のもと各行事のお手伝いが出来たこと

を心より感謝申し上げます。 

 最後にメネット会の感謝会として６月１３日に

ザ・リッツカールトン大阪で昼食会をさせて頂きま

す。奮ってご参加の程よろしくお願い申し上げます。 

メネット昼食会のお知らせ 
 

と き  ２００７年６月１３日(水) 

ところ  ザ・リッツカールトンホテル 

集合時間 11 時 30 分 ホテルロビー 

会  費 メネット・女性メン  ５０００円 

     男性メン       ７０００円 

参加者数 先着 12 名 女性優先（メネット優先） 

 

 

 

 
 

 

「なごみ」 
 

５月２６日(土) 

サンホームの居酒屋、月に１回開店の「なごみ」が店を

開きました。 

６時からの開店を待ちきれずに５時半過ぎには店に来

てくれる入居者の方もいらっしゃいます。おかげで俄か料

理人は大忙しです。 

毎月お顔を見せてくださる方もおられる反面、一ヶ月過

ぎると参加される顔ぶれが変っているのは寂しい限りで

す。年齢が年齢ですから、色々と事情があるのでしょうが、

突然顔が見えなくなったり、今日は体調が良くないので

「なごみ」には行けないと連絡があれば大変心配します。 

本日は、一番忙しい時には３０名のお客さんやスタッフで

大変賑やかでした。 

 

お手伝いを頂きました皆様に感謝いたします。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  伊藤 玲子 １９ＸＸ年６月 ７日生          結婚記念日の方はおられません 

佐古 利子 １９ＸＸ年６月１５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  評価・計画  

“継続は力”です。クラブでは、今月を「出席率１００%の月」として目標を掲げ、メンバー全員で一年を

振り返って評価し、次期会長の年度計画を理解し周知しましょう。 

                           森本 榮三 西日本区理事（大阪高槻クラブ） 
                     

            

６６月月－－７７月月のの予予定定  
 

６６月月   
６月 １日(金) 第２例会 東 YMCA 

６月 ９日(土)～１０日(日) 西日本区大会 

IMP ビル・ホテルニューオータニ 

６月１６日(土) 阪和部ウエルネス行事 

蛍鑑賞 紀泉わいわい村 

６月２１日（木）例会 サンホーム６階 

６月２３日(土) 阪和部第４回評議会 

新旧合同 南 YMCA 

６月２８日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ. 

６月３０日(土) なごみ 

 

７７月月   
７月 ６日(金) 第２例会 東 YMCA 

７月１４日(土)～１５日(日) 西日本区役員会 

ホテル・クライトン 

７月１９日（木）例会 サンホーム６階 

第１回 阪和部部長公式訪問 

７月 26 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ. 

７月 28 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:濱添 吉生 

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 
今年も年度末となりブリテン編集長の任期も完了します。毎年少しでも改革をと考えていますが、昨年と変らぬ

内容で一年が終わってしまいました。反省点ばかりの委員長でありますが、一年間のご愛読有難うございました。原

稿をいただいた皆様に感謝申し上げます。                                   (M.H) 

お知らせ 
  

新旧合同評議会 
 

６月２３日(土) 

南 YMCA 

 

午後１時 00 分から３時００分 

第４回 評議会 

 

３時０５分～３時 25 分 

部長交代式 

 

午後３時３０分から５時３０分 

第１回 評議会 

 

午後６時００分から８時００分 

懇親会 

場所 楓林閣 

会費 ５０００円 


