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２００７～２００８年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「クラブはひとつのオーケストラ」               丸尾欽造  
阪 和 部 主 題「共に楽しく歩もうワイズライフ」                遠藤通寛（大阪泉北クラブ） 
西日本区主題「Let’s move forward with conviction! 」「確信を持って前進しよう」  神谷尚孝（和歌山クラブ） 
ア ジ ア 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕                             藤井寛敏(東京江東クラブ) 

「Let’s join under the Y’s Men’s Flag」  ワイズメンの旗の下に  
国 際 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕                   Lasse Bergstedt(デンマーク) 

「Let’s Show-Let’s Grow」   示そうワイズ!  伸ばそうワイズ! 
 

 
  【今月の聖句】 マタイによる福音書 7 章 7～8 節 

求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つけられる。門をたたきなさい、そうすれば開かれる。 
～ 熱心に努力すれば、必ず道は開かれることを信じよう ～ 

「クラブはひとつのオーケストラ」      
第３３会長  丸尾欽造 

 私たちクラブの目的は、ワイズメンズクラブ国際

協会の定めた国際憲法、及び西日本区定款に次の様

に示されています。        

 

1. 奉仕活動を通じてＹＭＣＡの活動を支援する 

2. ワイズメンにふさわしい他の団体を支援する 

3. 地域社会や国際的な問題に関心をもち、一党一     
派に偏らないで正義を追求する 

4. 宗教、社会、経済、国際などの諸問題について、    

会員を啓発し積極的に参加させる。 

5. 健全な交友関係をつくりだす 

6. この協会の国際、地域、区、および部の事業に協力し、支援する 

 クラブ設立以来３２年、東大阪地域をベースに奉仕活動を展開して

まいりました。これからも更に地域に根ざした活動を続けていくため

に、会員ひとり一人がそれぞれ与えられた立場で使命を果たせるクラ

ブ作りに努力して参りたいと思います。 

奉仕活動はまさに、会員が揃って交響曲を演奏するようなものであ

ります。補い合い支え合い、すべてを共有し合ながら、積極さと謙虚

さを見失わずに自分のパートに邁進しなければなりません。調和のとれた交流、旋律のいい活動、リズミカル

な運営の維持なくしてその目的を成就することはできないでしよう。２０数年前の就任に続いて二度目のクラ

ブ会長就任となりますが、そんな思いは今も変わりはなく、主題といたしました。 

調弦を済ませた今、みんなで、伸び伸びと奉仕活動曲を演奏しようではありませんか！ 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２３名 ゲスト＆ビジター        １１名 ６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  ５名 現金 0 円 ６月分 ６月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ３１名 累計  0 円 0 円 23,110 円

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １３名 切手 0pt 累    計 累    計 
６ 月 の 出 席 率 ７８.3％ ６月の全出席者 ４４名 累計 35,820pt 0 円 228,349 円

７月例会プログラム 
7 月 19 日(木) サンホーム 

 

      司会   尾北 昇 君 

 

開会点鐘        望月直前会長

ワイズソング       一   同

聖句朗読         伊藤圭介君

ゲスト&ビジター紹介     司会者

役員交代式     遠藤通寛阪和部長

新会長挨拶 

会長の時間        丸尾 会長

遠藤阪和部長メッセージ 

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

年度予算審議・仮決算報告 

事業方針   各事業委員長 

 

誕生・結婚祝       丸尾 会長

にこにこアワー   岩坂君・丸尾メ君

ＹＭＣＡの歌       一   同

閉会挨拶・点鐘      丸尾 会長
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 ６月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００7 年６月２１日（木）18:30～21:00                            記録 初田 稔

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・正野・中野・藤井・丸尾・望月・山内・横田・芳澤・

岩坂・田中・初田・濱添・宮本・伊藤 

メネット 伊藤・中野・初田・望月・田中・ 
ゲスト＆ビジター 

今井利子（なかのしま）・松岡敬一（サウス）・牟大盛・三井泰

正・田尻忠邦(大阪)・谷沢貞市・青野剛暁（ビジター） 

吉田絵里・三宅主城（サンホーム）・ 

上村賢・大橋・(日本ライトハウス)・アクア(盲導犬) 

以上 31 名 

 

今月の司会は田中君。定刻に望月会

長の点鐘で開会された。望月会長最終

の点鐘でホッとした面持ちでした。 

 06-07 年度の事業委員長の年間活

動報告があり、期末の例会であること

が、皆さんの雰囲気で会場に漂っています。 

 今月のケストスピーカーは、

日本ライトハウスの上村さん

で、盲導犬についてのお話で

した。盲導犬は 1 頭で３３０

万円もするとのことです。し

かし、その活動期間は８年か

ら長くて１０年であり、その

期間が過ぎると新しい盲導犬

が必要になります。し

かし、活動期間が終わ

ったらすぐに新しい

盲導犬が与えられる

とは限らず、使用者は

盲導犬が無くなれば、

手足を取られたごと

く生活の全てが麻痺

する状態になると、現

在使用している大橋

さんの心境でした。大

変従順で、飼い主の目

となり、命令には絶対

服従で見ていても心に響く態度で側に控えていまし

た。私はいつでもあなたの側にいますよ、と言って

いるようでした。無関心でいられる事が一番困るの

で、みなさんも日頃町で盲導犬を見かけたら、お手

伝いをすることがありますかと声を掛けてあげてく

ださい。また、物が落ちていない整理された道にし

てください、飼い犬はリードをつけて犬同士のトラ

ブルが無いようにして欲しいと話されました。 

 

 大阪クラブからは牟会長と三井さんがおいでにな

り、聴覚障害青少年国際キャンブの支援をアピール

されました。

 
大阪 YMCA の田尻主事はゲストの上村さんとも面

識があり、昔話に花が咲きました。上村さんは以前

に YMCAの職員であつた関係で、岩坂君や山内君、

濱添主事とも旧知の仲でした。 

 芳澤君から友達から預

かったコインを上村さん

に盲導犬の為にお使い下

さいとの提供者のコメン

トと共に贈呈されました。 

我々も気をつけてコイン

を集めたいと思います。 

１人の金額は少なくても皆で集めればそれなりの金

額になり、盲導犬の育成の一助になればと思います。 

 
いつものように、なかのしまクラブの今井さんが

出席され、今日は犬が一杯の洋服を着てきましたが、

大橋さんに見てもらえないのが残念ですとコメント

されました。サウスの松岡さんは、残念ながら７月

例会は出席できませんが、８月の納涼例会には必ず

出席しますとのコメントです。 

 
田中君の友人の谷沢さんが初めて出席され、また

の参加を希望しています。青野さんは２回目の出席

であと１回の出席で入会の権利が出来るので、是非

入会して頂きたいと思います。 

 定刻を３０分オーバーして６月例会は無事閉会し

ました。閉会点鐘は新旧会長協働作業でした。 
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にこにこ語録(6 月例会) 敬称略 

              テープ起稿 田中惟介 

佐古 大阪ＹＭＣＡの常議委員会がありま

して、議決権を使ってから逃げて・・い

や出てきました。（笑）上村先生今日は

どうもありがとうございました。いろい

ろお話ししたいことがあるのですが、改

めて又訪問して話したいと思います。 

伊藤 盲導犬のお話、ありがとうございました。 

中野メネット 前にもお聞きしたことがあ

ります。やはり “何かお手伝いするこ

とが有りますか？”とお尋ねするのが良

いようですね。  

伊藤メネット アクアちゃんがこっちを向

いてまして、なんとも可愛らしい・・・

もう 犬は大好きですけど・・・何にも

出来ませんけど今日は結構なお話聞か

せていただきましてありがとうござい

ました。 

望月メネット 今日はありがとうございま

した。 

賢い犬で 老後を見てあげたいと思い

ますが、こっちが見て欲しいくらい

で・・・（笑） 

初田メネット 少しでもお役に立ちたいと

思い、百均でちょっと大き目の貯金箱を

買ってためております。一杯になりまし

たらお持ちしたいと思います。（拍手） 

田中メネット 盲導犬と暮らしていらっし

ゃる方のお話、今日始めてお聞き出来ま

して 新しいことを色々知って、ほんと

に良かったです。 メネット主査のお役

目もあと 1 週間で終わるかと思うと 

とっても嬉しいです。（笑）ご協力ありがとうござい

ました。 

横田 私も愈々主任の役が終わります。河内

の皆様には 助けていただいてありがと

うございました。 

正野 終わられる方が二人続いて 次は来

月から始まる正野でございます。私の

会社はソニー生命と言いまして、ソニ

ー創業者の井深さんの遺志で ボラン

ティア活動に熱心な会社で募金活動も

しています。 

浜添 上村さんとはお久し振りです。一緒

に仕事をしていた頃、ファイルを曲が

らないようにきっちりされていました。

それと 2 月に生まれたトイプードルを

4 月から飼い始めました。盲導犬にも何にもなりま

せんが・・・（笑） 

芳澤 上村様、大橋様有難うございます。先

だって八尾の西武百貨店で等身大の盲

導犬貯金箱を見つけコインを入れてお

きました。 

吉田（サンホーム相談員） ここの 1 階で相

談を受けています。高齢者だけではな

く身体障害者、知的障害者の方々の相

談を受けることも多く、申請のお手伝

いをしています。今日のお話もすごく

参考になりました。有難うございまし

た（拍手） 

初田 さきほど長く喋らせて貰えなかった

ので これから長く喋ります。（司会

者は）覚悟してください。 今日は有

難うございました。吉田さん 相談に

行きますのでよろしくお願いします。

以上です。（何だ それだけかよ～） 

山内 上村さんと一緒に仕事をしたのは

30 年前です。3 年間、共に仕事をして 

趣味が合ったのはマージャンです。 

中野 ライトハウスへは 2～3 年前に伺っ

たように思います。これからも亦支援

を続けたいと思います。  

岩坂 大橋さんのコンパニオン（アクア）は

なんと素晴らしい、大橋さんは恵まれて

いるなぁと思いました。従順で、賢くて

とても役に立つ。私のコンパニオンも 

かく有ってほしいなぁと思いました。

（爆笑） 

松岡（サウスＣ） 河内クラブの例会がいつ

も何かと重なるのです。先月も らくら

く登山のお礼を申し上げたかったし、素

晴らしいご馳走で案内のポスターもぜ

ひ行きたいと思うものだったのですが、

南Ｙの運営委員会と重なって来れなか

った。今日は本当に良かったと思います。

来月は又和歌山の例会にゲストスピーカーとして呼

ばれていまして来られません。8 月 26 日を希望に

生きて行こうと・・・（爆笑・拍手） 8 月は必ず来

ます。（拍手） 

今井（なかのしま C）何年か前に千早赤坂の

訓練所を見せていただきました。今日

は犬が一杯ついたＴシャツを着てきま

した。大橋さんに見ていただけないの

が残念です。視聴覚障害の支援をされ

ている大阪クラブもおいでで 盲導犬支援をされて

いる河内クラブの例会もすごいなぁと感心していま

す。 

田尻（大阪 C） 南ＹＭＣＡのインターナシ

ョナルスクールの 5・6 年生を連れ、来

週火曜日サンホームへ社会見学に来ま

す。見学先を探すのに苦労しているので

すが、今日又一つ良いところが見つかりました。上

村さんよろしくお願いします。 チケットもよろし

く・・・（拍手） 

三井（大阪Ｃ） 奉仕活動をすることは素

晴らしいことで、大阪・河内共に色ん

な事をしていてワイズメンズクラブと

はなんと素晴らしいところかと改めて

認識する機会になりました。（拍手） 

牟（大阪Ｃ） 大阪クラブは 10 年来聴覚

障害の支援をしており、このたびはＨ

Ｈキャンプの支援をするのですが、上

村氏のお話を 聞いていて 聴導犬に

思い至りました。今後大阪クラブとし

て聴導犬育成に活動のひろがりを持ち

たいと思いました。（拍手） 

谷沢（田中友人） 今日は良いお話を聞かせ

ていただきました。これからも積極的

に、来たいと思っています。（拍手） 
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青野（府議会議員） 小阪に住んでいます。

母校の小学校に盲導犬の意義を伝えら

れれば良いと思っております。その時は

又ご協力いただきますようお願いいた

します。（拍手） 

丸尾 今日この場で一番お話の内容を把握

されていたのは大橋さんではないかと

思います。我々は見えるが故に集中でき

ずに居ますけれど、大橋さんは一言一句

もらさず聞かれ、その人のなりまできち

っと把握されているんじゃないかなぁと感じました。

私たちも与えられた機能を十分に活かして頑張らね

ばあかんのやなぁと思いました。 

田中 大橋さんが先程、アクアちゃんが老い

た時、次の盲導犬は頂けないかも知れな

いと仰いました。方針が変わり機会均等

のためだということですが、とんでもな

いことで これはきわめて政治的なこ

とだと思うのです。（笑い）この点は青野さんがメン

バーとなられた暁にはしっかりと取り上げていただ

けると思います。この機会を活かすためにも、上村

さん あなたはワイズのメンバーと色んなご縁があ

るのですから是非河内ワイズに入ってください。（拍

手・喝采・笑声）これを私の阪和部長としての最後

の仕事にしたいと思いますので是非よろしくお願い

します。 

望月 平素は余り褒めない丸尾さんが今日

の例会はとてもよかったと褒めてくれ

ました。大阪クラブの聴導犬と並び、

我々は盲導犬支援をクラブの柱として

しっかり進めていけたら・・・と思います。今日はあ

りがとうございました。（拍手） 

宮本 先月は引越しのため出席できません

でした。主人には大変な思いをかけま

したけれど 家の横にいろんな障害を

もたれた方のための作業所を作りまし

た。未だ色んな設備は整っていません

が 1 年計画で出来上がる予定です。

すでに歩ける程度の方は来ています。若年性痴呆症

の方の申込もありました。何人かの作業生と活動で

きることが私にとって何より嬉しいことで、ようや

く夢に向かって一歩を踏み出せたと思っています。

（拍手） 

藤井 電車で何度か盲導犬をお見かけしま

した。いまどきのお子さんより とっ

ても賢くて あんた達も見習いなさい

よと声かけしたくなります。いえませ

んが・・・・・盲導犬をお連れの方に

は これからお声かけさせていただき

ます。 

上村（ゲスト） 今日はお招きいただき有難

うございました。盲導犬の他 白杖での

歩行訓練やパソコン操作の訓練もして

おります。幅広く行っておりますので

色々とご支援いただきたいと思っています。河内ワイ

ズからはこれからもご支援いただけるということで

ありがたく思います。感謝いたします。 

大橋（ゲスト） 私たちに関心を持っていた

だき、お招きいただき有難うございまし

た。（拍手） 
 

本日のにこにこは２311０円でした。 

２００６―２００７年度活動報告 
 

“広報の対象は世界” 
広報事業委員長 伊藤 圭介 

主に海外のワイズへ英文ホームページを通して、

河内クラブの活動と日本の文化を紹介しています。

遡りますと、ワイズメンズワールドに、“らくらく登

山”“チャリティラン”が載りました。次回のワイズ

メンズワールドには“らくらく登山”の一場面の写

真が表紙に採用される予定です。広報は情報プラス

何らかの有益な参考になるメッセージを含んでい

な け れ ば な り ま せ ん 。 こ の 秋 に は ロ シ ア の

Ekaterinburg のワイズが二人河内クラブへ来られ

る予定です。河内クラブのホームページが縁です。

インターネットを活用して広報が世界へ届いている

ロマンを満喫させて頂いている大阪河内クラブの皆

さんに感謝しております。一瞬に写真、文字を世界

中に送付可能な IT は広報の質を劇的に変えていま

す。 

 

                            
ファンド事業委員長報告 

ファンド事業委員長 横田憲子 

使用済み切手 １０．５㎏ 3 月に郵送 

  ２月 TOF 例会において切手整理を行う。 

BF 献金をいただきましたお名前です。 

伊藤圭介・初田 稔・岩坂正雄・望月 強 

佐古至弘・増石広之・大谷美佐子・宮本桂子 

正野忠之・丸尾欽造・新本英二・山内信三 

藤井敬子・芳澤伸之・田中惟介・横田憲子 

中野義彦・ 

皆様から頂きました労力と時間そしてワイズ発展に

ご協力いただき心よりお礼申し上げます 

  

 

ＥＭＣ事業委員長報告 
ＥＭＣ事業委員長 正野忠之 

昨年度に引き続きＥＭＣ事業委員長を担当しまし

たが、毎月の活動状況をＥＭＣ主査に報告する以外、

特別な活動をしてきませんでした。らくらく登山に

おいて、広報的な勧誘活動を行おうと企画していま

したが、天候の具合により実行できませんでした。

ワイズメンズクラブの現状を鑑みますと、西日本区

でのメンバー数２０００名への復帰が至上命題とな

っています。来期は引き続き同事業委員長とＥＭＣ

の事業主査を担当しますので、退会者数の抑制とメ

ンバー数増強につながる活動を積極的に行なってい

きたいと思います。 
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Ｙサユース事業報告 
Ｙサユース事業委員長 山内信三 

①チャリティランは今年度は万博公園を会場に行なわれ

ました。事前の実行委員会が 2～3 回土佐堀で行われ

Ｙ‘ｓをはじめ地域Ｙの会員活動委員、リ―ダーと多

くの実行委員が出席し、細部にわたって準備がされま

した。河内からは田中阪和部長と山内が出席しいろい

ろな情報を河内クラブのメンバーに正しく伝える事を

心掛けました。当日は随分と早い時刻の集合でしたが、

多くの河内メンバーが参加し、参加者・チームも多く

300 万円を超える金額をＹＭＣＡに寄贈出来たと報告

され、関係者の皆さんの協力のすばらしさに感謝いた

します。 

②東Ｙまつりは、近隣の五百石公園でＹＭＣＡ、サンホー

ム、Ｙ‘ｓとが共に協力して毎年行われています。公園

グランドで運動会スタイルで多くの子供と父兄が楽し

み、グランドを取巻く場所にバザー、模擬店、ゲームコ

ーナーが夜店のように並びます。Ｙ‘ｓ西日本区理事の

森本栄三さんのポン菓子のデモンストレーションと販

売もその大音響と共に人気を呼んでいました。サンホー

ムの模擬店は厨房職員を中心に本格的な味と品が並ん

でいました。参加者が 300 人位と少なく、模擬店も品

物の売れ残りもあり、参加者の動員の工夫が今後の課題

と感じました。参加者には全員にガス風船がもらえる引

換券を付ける、模擬店で使える 50 円割引券を付ける等

の案は如何でしょうか。 

③その他、東大阪市民まつり、らくらく登山、サンホーム

居酒屋“なごみ”へのボランティア、サンホーム定期清

掃への協力、サンホームの車椅子の整備・・と地域サー

ビスが主に担当する各種行事にもＹ‘ｓの一員として関

わっていきたいと願っています。 

 
書記活動報告 

書記 岩坂正雄 

振り返ってみて、書記としては、定例役員会の内容記録

と第１例会の内容把握に終始した一年でした。会員に関す

る記録のほか、西日本区・阪和部との連絡や資料整備など、

書記としての重要な任務については、ベテランの初田書記

に依存するところ大であったことを反省します。 

田中部長を助けて、阪和部の仕事も担われた初田書記の献

身的なご奉仕に、心からの敬意と感謝を申し上げす。 

 

書記活動報告 
書記 初田 稔 

毎年、クラブの書記として任命されており、特別にクラ

ブ書記としての報告はありません。ただ、今年はクラブの

ブリテン委員長・阪和部の書記・西日本区の情報委員長・

次期西日本区事務局員・次期西日本区大会の実行委員など

お受けして、大変忙しい年でありました。頼まれた事は断

れない、断るのが下手な性格で自分でも困っています。自

分に出来る事で皆さんが喜んでくださり、少しでもお役に

立てれば最高の喜びです。 

しかし、余りご迷惑も掛けずに一年間が過ごせたと自負

しています。至らぬ点は皆様の広い心でお許しください。 

 

ブリテン委員長報告 
ブリテン委員長 初田 稔 

今年も相変わらず代わり映えのしない紙面で申し訳ご

ざいません。全体をリニューアルしたいとの思いは、毎年

期の初めに頭には浮かぶのですが、残念ながらここ数 年

は実行されていません。毎月のブリテン発送には皆さんの

お手伝いを頂きまして感謝です。来期もよろしくお願い致

します。原稿のお願いにも快くご理解をいただきました、

併せてお礼を申します。 

 

 

２００７―２００８年度活動方針 -1- 
  
地域奉仕・環境委員長 横田憲子 

地域奉仕として、１２５周年プログラムのため東

YMCA 主催で“東‘Ｙ祭り”の計画がありません。そ

こで会場をサンホームとして河内ワイズで“昔の遊び”

を中心とした祭りをしたいと思っています。勿論クリス

マス献金のためでもあります。 

環境問題では 自然保護のために例会での御茶は湯飲

みコップをすでに佐古さんが準備下さっていますので、お

はしを各自で用意することにしたいと思います。例会の日

にはお箸をお持ち下さり お弁当を注文した時には「私達

はマイお箸で食べますのでお箸を付けなくて良いですよ」

と業者に伝えるように。お忘れの方には、洗えるお箸を幾

組みか用意をするようにと考えています。身近なところか

ら保護のため実行して行きましょう。 

 

交流事業委員長 岩坂正雄 
IBC(国際)については、２００５年の河内クラブ３０周

年式典に、済州クラブから沢山の来訪を頂きましたが、翌

年の済州クラブ２５周年への訪問は、先方の都合で実現し

ないまま今日に至っています。東 YMCA 少年交流キャン

プも途絶えて久しくなります。 

大阪 Y と済州 Y とは兄弟 YMCA の関係にあり、両ク

ラブの交流プログラムを本年は実現したいと思います。 

また、数年来の懸案になっている DBC(国内)についても、

改めて可能性の検討をしたいと思います。 

 

Y サ・ASF 委員長 佐古至弘 
本年度の河内クラブの Y サ・ASF の活動方針は、例年

のようにサンホームらくらく登山・東大阪ふれあい祭・大

阪 YMCA チャリティーラン・東 YMCA リーダー招待会・

クリスマス会の奉仕活動がありますが、本年は、西日本区

強調月間の４月例会に焦点を絞り、特別例会として他クラ

ブやスタッフ、リーダー、大阪 YMCA 関係者、会員父兄

等に呼掛け今 YMCA にどのようなサービスが大切か、ま

た、最近の少年や青年による色々な問題点について、特別

講演者を迎えての例会を企画したいと思います。 

講演者の候補としまして、元日本同盟総主事 宮崎幸雄

氏、元大阪 YMCA 副総主事 酒井哲雄氏、大阪 YMCA

常議員議長 長尾ひろみ氏などを予定しています。 

 

ＥＭＣ委員長の活動計画と方針 正野忠之 
０６－０７活動報告にて記しましたように、今期はＥＭ

Ｃ事業主査を担当します。今期においては区、部をあげて

メンバー数の増強を目指していきます。河内クラブにおい

てもしかりです。将来を考えますと、２０代～４０代のメ

ンバーを確保していくことが、クラブの安定的成長を支え

ると思います。 

今期はＥＭＣ事業主査として、各クラブに「サテライトメ

ンバーの育成」をお願いしていく所存です。これは、将来

のメンバーを見込む人脈作りの場と位置づけます。例えば、

「使用済み切手収集活動」をイメージしてください。ＢＦ

活動の基本となる使用済み切手の収集を地域に広めてい

く活動です。地域での活動を広め、様々つながりを持つこ

とで、ワイズメンズクラブの活動を身近に感じていただこ

うという考え方に基づきます。これから具体化していきま

すので、みなさんのご協力、よろしくお願いいたします。 
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２００７―２００８活動計画 -2- 
 

クラブ書記              初田 稔 

今年も書記をさせていただきます。 

忙しさに自分を見失わないように気をつけて頑張り

ます。何年も同じ事をしていると、どうしてもマン

ネリ化してしまうので、其のことにも充分気をつけ

て任務に励みたいと思います。一年間よろしくお願

い致します。 

 

 

ブリテン委員長           初田 稔 

次期もブリテン委員長の指名を受けましたが、

色々な事情をご考慮いただきまして、もう一年間は

同じスタイルになると思いますが、よろしくお願い

致します。 

原稿依頼やその他のお願いがありました時には、

笑顔でご協力を頂きます様にお願い致します。ブリ

テンの発送にもご協力をお願い致します。 

 

 

広報事業委員長      尾北 昇 

河内ワイズを世界中のワイズに知らしめた前任の

事業委員長の働きにはとても及びませんが、ＹＭＣ

Ａをより多くの地域の方に知っていただくという視

点から、ワイズがどのように支援できるかを考えて

いきたい。 

また、ＹＭＣＡの活動により密接にワイズが関る

ことによって、ワイズ・スタッフ間のコミュニケー

ションを良くし、スタッフのワイズ理解を深め、Ｙ

ＭＣＡ運動を協働して進めていきたい。 

阪和部ウエルネスウオーク 
 EMC 委員長 正野忠之 

 
６月１６日(土)は、前日の心配した天候も回復し

て絶好のホタル観賞日となった。 

３時前に紀泉わいわい村に到着し、付近の散策と

涼しい室内でお昼寝タイムを満喫する参加者も数名

おりました。手分けして食事の準備とお風呂の準備

(五右衛門風呂)をしました。裏山で木イチゴを取っ

たりして、久し振りに童心に返ったひと時でした。 

 食事は美味しい炊き込みご飯とトン汁でビールは

実費でしたが大変楽しく美味しい夕食でした。 

夕食の後は、ホタルクイズとホタルの勉強とレクチ

ャーを受けて、いよいよホタル様とご対面です。 

 川べりにはホタルが乱舞し、幻想的な風景です。

田舎育ちですが、本当に数十年振りの感動でした。 

 日帰りの参加者は名残惜しみながら帰路に着きま

したが、泊組は車座になって、改めて親睦会の開始

です。飲むほどに酔うほどに色々なアイデアが飛び

出し、わいわい村に桜並木を作ろうと意見が盛り上

がり、阪和部のひとつのイベントとして取り組もう

と話し合われました。 

 一次募集は簡単に終わりましたが、まだ２次募集

がありますので、是非参加してください。 

「思い出を探しに・・・」 
山内信三君 

小学校に入学する数ヶ月前まで、滋賀県の草津に

一家そろって疎開していました。その結果自分の

幼児時代の思い出が区別されて記憶に残っていま

す。大学時代に記憶をたよりに草津の町に降り立

ちました。広い園庭のある幼稚園に背の高いブラ

ンコがあり、入り口の教会はカーブのある長い階

段のイメージがたよりでした。目の前の幼稚園は

普通の遊び場に普通のブランコがあり、教会の階

段は数段の短いものでそのギャップに驚き、又、

興味がありました。駅前の広い広場にかき氷を売

る売店、自宅に裏庭には大きな柿の木が 2 本と畑

があり、広い池につづいていました。夏には、小

船に乗って年長の子供がひし取りをしていた情景、

家から少し行くと堤防があり、普段は水がながれ

ていずに、砂原で砂遊びをした思い出、正月には

堤防の上でタコ上げをし、その糸が切れておいか

けていった先には、大きなコンクリートの貯水池

のような場所にタコが浮かんでいた事、ある時は、

長く歩いて山のお寺に行き、地獄絵を見て驚いた

事、幼い日の思い出をさぐる草津再訪はあと数回

かかる予定です。 

 

 

  
  
 

  
 

 + 
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第３３期 第１回役員会 

２００７年６月２８日（木） 東ＹＭＣＡ 

“クラブはひとつのオーケストラ” 

日本区強調月間  Kick-ｏｆｆ EMC-C 

 

出席者  
丸尾・山内・初田・大谷・藤井・望月・濱添・伊藤・

尾北・佐古・宮本・正野・岩坂 

７月例会  ７月 19（木） サンホーム  

担当：A グループ    
 芳澤・石田・伊藤・尾北・佐古・藤井・宮本・和田 

例会役割分担 
 司  会 尾北 昇 君  聖句朗読 伊藤圭介 君 

 食事手配 佐古至弘 君  食膳感謝 山内信三 君 

 ニコニコ   岩坂正雄 君・  丸尾初子 君    

 受付手伝い  初田 稔 君 

8 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく   横田憲子 君 

役員会報告     大谷美佐子 君  

例会報告       伊藤圭介 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) 和田林杉江 さん 

にこにこテープ起し   大谷美佐子 君  

巻頭言          佐古至弘 君 

 

審議事項・連絡事項 
《審議事項》 

１． ８月納涼例会の準備 （８月２６日（日）：東ＹＭＣＡ） 

   担当班 Ｂ班    プログラム案 

 １部例会２部ハワイアン３部オークション        

時間帯 ２時～５時   

会費 ３０００円 スタッフ１０００円  

リーダー招待      参加予定者数 ６０名       

２． 合同例会（大阪サウス）順延   

   ９月例会の計画は中止。 

３．（07/08 予算案の最終審議  （資料１） 

別紙予算案を７月例会に諮って決定する 

前年度収支決算 仮決算報告を７月例会で行い、役員

会で承認する  

４．「安全の日」（７月１８日は安全の日）キャンペーン

への協力ならびに寄付金の決定 

   （昨年実績通り ３０．０００円を支出する） 

５．「大阪ＹＭＣＡ・聴覚障害青少年国際キャンプ２００

７」閉会式への支援要請 

   チケット費  ５．０００円 ７月例会で PR する 

６. 桃の里幼稚園納涼大会ボランテイア募集 

  ブリテンで協力をお願いし、佐古君が纏める 

 

《報告事項》 

第１回評議会の報告 

①部長・各主査の方針、各クラブ会長活動方針の説明 

②予算案が承認 

③西日本区大会（奈良大会）への協力要請 

④第１回主査会 ７月２８日（土）  

 大阪南ＹＭＣＡ １階会議室 

⑤阪和部ＹＹフォーラム    

   ９月８日（土）13：30～16：00  大阪南ＹＭＣＡ 

⑥同日、新旧合同懇親会が「楓林閣」にて開催された。 

   

資料伝達 

  書記 宛          「半年報」届け用紙 

  地域奉仕・環境事業    研修会案内資料（7/22） 

  メネット             同 上    

その他 

ブリテン発送 ７月  ６日(金) 

役員会    ７月２６日(木) 

なごみ    ７月２８日(土) 

西日本区役員会 ７月１４日～１５日 

 

第１回･阪和部評議会 報告 
 ２００７年６月２３日 大阪南ＹＭＣＡにて 

報告：丸尾欽造 

【第一声】 
▼遠藤通寛部長の第一声：神谷理事を全面的にバツクアッ

プしよう！理事を送り出してもドンチャン騒ぎが出来る

そんな阪和部でありたい。 続いて各主査は、▼鉄谷明Ｙ

サ・ユース：設立４０周年を迎えた「阿南海洋センター」

を支援しよう。▼東雅子地域奉仕・環境：環境問題への関

心をもとう。クラブで話し合って出きることからはじめま

せんか。▼正野忠之ＥＭＣ：今期の主任は澤田賢司さん。

「ＥＭＣ一色の年」になりそう。まずボウリングから始め

ます。▼吉村佐和子ファンド：この一年間、ご理解をいた

だきご協力をお願いいたします。▼高橋辰夫・交流：マー

ジヤン大会やりますよ。交流スペシャリストの「出し物」

情報募ります。▼桝村博子・広報：「広めよう！グッドニ

ュース」が事業主題です。ワイズの活動を広めましょう。

▼藤井宏紀・ウエルネス：万歩計をつけましょう。日常歩

数を１２０％アップしませんか。▼渡辺秀規・部サービ

ス：物品販売担当いたします。収入の一助になるアイディ

アを求めてます。▼遠藤典子・メネット：主人と一緒にが

んばります。西日本区大会用のメネットお土産作りのお仕

事会を計画してます。カンボジアへのハブラシや靴下も集

めてま～す。 

 

【 提出議案事 】 
 部役員案、予算案が提出された。予算案は、繰越金未確

定を前提に承認されました。 

【 催し物 】 

『 阪和部 ＥＭＣボウリング大会』 

  日時 8 月２５日（土）１２：３０～１６：００  

  場所 新大阪イーグルボウル 

  会費 ４．５００円 小学生以下１．５００円 

中華料理懇親会と WYSH プロジェクトへの

献金５００円を含む   

『 阪和部・ＹＹフォーラム 』 

  日時 ９月８日（土）１３：３０～１６：００  

  場所 大阪南ＹＭＣＡ ４階 ４０２号室  

   ― ＹとＹとの ええ関係 ― 

 ― ユースと共に、平和を築こう ― 

 ― 阿南海洋センターの歴史と現状 

             そして課題報告 ― 

『 阪和部部会 』 

  日時 １０月７日（日）１３：００～１６：００ 

  場所 大阪南ＹＭＣＡ  

【その他 】   
ワイズポロシャツを着よう！ 

 色は、白、黄、ピンク、薄青 の４種あり。 

 １枚 ３０００円です。３００円は部の活動資金になり

ます。  
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  「異文化を体験して、感じたこと」 
                東ＹMCA 菅 秀晃 

5月 14日から 23日まで北米ＹＭＣＡに研修に行ってまいりまし

た。異文化での生活は私に多くの事を気付かせてくれました。 

 今回の北米研修では EXPO2007 ダラスに参加することが大変重要な与えられた課題でありました。今回の EXPO は

①Membership②Marketing③Health /Wellness ④Aquatics/Scuba の４つの大きな視点がポイントとなり、開催さ

れました。又、期間中は最新のトレーニングマシンが会場の至る所に設置され、多くの人たちが最新のマシンを体験しま

した。その他にも多くの企業が健康的な商品をＰＲしていました。私自身も時間を見つけては多くの最新マシンを体験し

ました。私にとってマシンは大変興味があったのですが、それぞれのブースの方とコミュニケーションをとること自体が

刺激的でありました。 

 その理由としてはコミュニケーションの方法が英語である事。そして、苦手な英語だからこそコミュニケーションの難

しさが刺激的な要因だったと感じています。なかなか、通じない単語もありますが相手の言っていることを知ろうとする

行為は面白いです。相手のことを知ろう。日本では、ついつい会話していても、勝手に相手のことを決め付けたり、先読

みしたりしてしまっている自分に気付きました。相手の話を良く聴く。そんなことに気付かされました。 

EXPO ダラス終了後にＹＭＣＡキャンプ場を訪問させていただきました。ダラス国際航空から約 100ｋｍにある

Collin County Adventure Camp で約 500 人のカウンシルスタッフを集めた、夏のキャンプに向けたトレーニングに

参加させて頂きました。キャンプ場は 424acre(約 1７5 万㎡) と壮大な広さに、３つの湖やグラウンドを所有し、教育

センターやダイニングセンターと宿泊キャビンの施設があります。キャンプ場は整理されているというよりは自然を活か

したままで、必要な施設を所有し、キャンプ場の敷地内は多くの動物や植物が生きています。キャンプ場の数箇所には

20 名ぐらいの人たちが座れるベンチがあり、そのスペースで自然を切り口に Camp Staff が対象者に自然に関して

の話をされるそうです。 

 今回は 5００人のスタッフがセッション別に、キャンプ場の様々な施設や場所でトレーニングを行っていました。Expo 

の時より、年齢が近いスタッフなので彼達も日本に興味があります。日本語で話しかけたり、忍者の真似をしたり、私に

近づいてきて多くの質問をしてきます。初めは正確に答えられるのですが少しずつ回答が苦しくなります。「あなたの街

の人数は？」「日本では女性と男性どっちが多い？」簡単な様で正確に答えられない質問。そんな質問の多くは

「Maybe・・・」を伝えてからの回答でした。 

 今回の研修で感じたことは、相手を知る為の大切さと自分の事（国）を知ろうです。みなさん、当たり前のようなこと

ですが忘れてしまいがちな事ではないでしょうか。 

 

YMCA 桃の里ニュース 
こんにちは！東大阪に新しくできたＹＭＣＡ桃の里で事務受付けのお手伝いをさせていただいております、ウエルネス

事業本部の川本と申します。大阪ＹＭＣＡに奉職してからの 2 年間、土佐堀の本部で仕事をしていたのですが、こちら

での毎日は・・・正直驚きの連続です。オフィスでパソコンの画面に向かってする仕事とはいわば１８０度違い、毎日毎

日 1 日として似通った日はここではありえません。子どもたちの笑い声とクラス中の真剣なまなざし。保護者の方々と

の子こどもたちやその地域に関しての話題。直接会員の方々と触れ合うことで本部での仕事とはまた一味違ったＹＭＣＡ

の活動のすばらしさと面白さを感じる毎日をすごしております。なれないことに戸惑うことも多いですが、鈴木所長や他

のスタッフまたボランティアリーダーの子どもたちに対する深い愛情やプログラムに対する真剣な想いにふれ、私自身も

パワーをもらってともに頑張っています。また何よりも、新しいものを作り上げていくこの瞬間に立ち会えていることを

本当に幸せに感じています。 

さて、この私たちＹＭＣＡ桃の里のスタッフ・リーダーが一致団結して参加する納涼祭が 7 月 21 日に桃の里幼稚園横

の公園で実施されます。是非皆様もチーム桃の里の一員となってご協力いただければ幸いです。 

 時間 １６：００～１９：００    ブース内容 スライム作り・缶積みゲーム 

 お手伝いいただきたい内容 スライム作り補助・景品受け渡し よろしくお願いします。 

 

 

 

 
１、 イキイキ健康生活セミナー 
 「今日からはじめよう、転倒予防体操！」というテーマで、６月１日(金)から毎週金曜日（１４：００～１５：３０）

６階ホールにて約３０名の方が楽しく参加されました。  

指導 サンホームスタッフ 坂之上範子（介護予防トレーナー・健康運動指導士） 

２、「みんなでフラダンス」  
～心と身体の健康のためにみんなで、楽しく・踊って・歌ってフラダンスしましょう～ 

西保健センターとの共催で下記の通り開催しています。  対象 原則として東大阪市民で６５歳以上の方 

  期間 ２００７年５月～２００８年３月       毎月第４月曜日 １０：００～１１：３０ 

  場所 サンホーム ６階ホール 

３、サンホームギャラリー  
「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。 

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（火）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。聖句に親しむためにも一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 

なお、作品は全国から集められており、大阪、神戸、新潟、川口、金沢、東京でも作品展が開催されます。 
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連載ＮＯ 32 「私の独り言」 
  「月心寺」      

 山内たりほさん 

「月心寺ってご存知？ 20 人集まったらお食事ができ

るのよ。一度行きたいと思っているの。ご一緒しません？」

ある日、突然にＡさんに誘われた。月心寺？ 私は知らな

かったし、あまり興味もなかった。その時はきっと曖昧な

返事をしたと思う。 

忘れたころ、また誘われた。なかなかつながらない電話

がやっとつながって、○日と○日なら 20 人じゃなくても

ＯＫだから行きましょう…と。相変わらず乗り気ではなか

ったが、Ａさんは 70 歳を過ぎた素敵な女性。その人が行

きたい月心寺の食事に興味が出て、もう一人の友人を誘っ

て出かけた。 

道中、月心寺の庵主さんのことや、ＮＨＫの朝ドラのモデ

ルになったこと、ごま豆腐の話などを聞いた。ＪＲ大津駅

からタクシーで着いた月心寺は国道に面した、お寺という

より料亭に近い感じだった。4 月の終わりというのに肌寒

い日で、おまけに朝から雨。山が迫るような庭に面した８

畳くらいの和室には戸もなく、そこで３組９人の食事が始

まった。他の２組は広島からと三重からだと聞いて驚いた。

大きな鉢に入った野菜の煮物や和え物が続く。確かにおい

しいし、たっぷりの量である。とても食べ切れず持って帰

ったのだが、料金は一人 12000 円だった。食後、庵主

さんのお話を聞いて、自伝を書かれた本を買った。Ａさん

は「お値段も知らずにお誘いしてごめんなさいね。」と何

度も言う。驚かなかったわけではないけれど、心から行っ

て良かったと思っている。食わず嫌いをやってしまう私に

とって一つポケットが増えたと思える経験だった。 

 

 

大阪河内クラブメネット会 
平成１９年６月１３日 水曜日 

記録：伊藤 玲子 

大阪梅田、リッツカールトンホテル５階。「花筐」にて。 

 

春の恒例「生駒ら

くらく登山」にリッ

ツカールトンの従

業員の方々が大勢

ボランティアで今

年も参加して頂い

ておりますので、交

流をより深める為にメネット食事会はここでやりましょ

う、と決めていたのが実現しました。 

食事に先立ち社員挙げて地域奉仕を心がけています、と

人事部の津田さんよりご挨拶がありました。「あじさい」

という名前の和風懐石料理が次々に運ばれて

きて、料理長の説明通りの細かくおもてなし

の心が伝わる料理を楽しみました。季節に合

わせた器、テーブルの生花のあしらいなど目

と舌と香りで味わう充実したお食事でした。 

食事の後、案内して頂いた３６階１８号室は最高級、イ

ンペリアルスイートで一泊４５万円と伺い恐る恐る入ら

せて頂きました。梅田の高層ビル群を一望し、天空に近い

特別室に泊まって見る夜景はどんな気分でしょうか。次は

ちょっとランクが下がる４万８千円の部屋は淀川の花火

大会の折は満室になるとの説明がありました。 

溜息ばかりで夢みるような気分で心がなんとなく弾みま

した。豪華な調度品が廊下などの空間に何げなく置かれ、

ホテルに来られるお客をもてなすサービス精神が垣間見

えました。 

出席者：吉田、

恵美奈各メネ

ット（サウス

クラブ） 

新本夫妻、望

月夫妻、初田

夫妻、芳澤メ

ン、大藪、中野、伊藤各メネット。１２名。 

 

 

第１０回西日本区大会 

メネットアワーに参加して 
初田眞佐子 

 

第１０回西日本区大会メネットアワーが６月９日(土)

の１１時から１２時３０分まで、松下IMPビルの２６階、

パノラマスカイレストラン「アサヒ」で開催されました。 

参加人数も年々増えているようです。特にメンの参加が多

くなった気がします。 

第１部 

西日本区メネット事業主任挨拶と事業報告、会計報告と

支援金報告、各部の主査報告、ピースセミナー支援金贈呈、

次期メネット事業主任の紹介と引き継ぎ式、次期各部主査

と主任スタッフ紹介で閉会。 

第２部 

ファシリテーター紹介 

ピースメッセージ。ロニー・アレキサンダー氏のお話と著

書「ポーポキ・平和って何色?」の販売があり、私も購入

しました。(ポーポキとは捨猫の名前です) 

ユースリーダーの発表などがありました。 

第３部 

会食でしたが、美味しいお弁当を皆さんで和気藹々と頂

きました。２６階からの眺めは素晴らしいものでしたが大

会中も雷や大雨があり、激しい天気の移り変わりがあった

一日でした。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  初田真佐子 １９ＸＸ年 ７月１２日生 

新本 力子 １９ＸＸ年 ７月２１日生           結婚記念日の方はおられません 

横田 憲子 １９４８年 ７月２７日生 

 

日本区通年強調目標 Public Relations 
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピ

ールし、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。 
                               守田富男 広報事業主任（八代クラブ） 

 

 西日本区強調月間  Kick-off・EMC-C  

目標達成の満足感と喜びを分かちあえるグッドスタンディングメンバーを作ろう。クラブの発展は、例会

の充実・組織の拡充・メンバーの自己研鑽です。 

                         澤田賢司 EMC 事業主任（京都グローバルクラブ） 
                     

            

７７月月－－８８月月のの予予定定  
 

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 

役員交代式 

第１回 部長公式訪問 

７月 26 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

７月２１日(土) 桃の里 納涼大会 

７月２２日(日) 地域奉仕・メネット合同研修会 

７月２８日(土) なごみ 

７月２８日(土)第１回主査会 南 YMCA 

 

88 月月   
８月 ３日(金) 第２例会 東 YMCA 

８月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

８月 25 日(土) なごみ 

８月２５日(土) 阪和部 EMC ボウリンク大会 

新大阪イーグルボール 

８月２６日（日）納涼例会 サンホーム６階 

 

 

 

 
第 33 期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:丸尾 欽造 副会長:山内 信三 書 記:初田 稔・大谷美佐子 会 計:藤井 敬子・芳澤 伸之 

メネット会長:丸尾 初子 直前会長:望月 強 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 
今期もブリテン委員長を務めさせていただきます。いつもの通りの紙面やレイアウトになりますが、ご容赦の程を

お願い致します。期の途中でも紙面が変ることがあるかも知れませんが、ブリテン委員の皆様と相談をしながら少し

でも読みやすい、見栄えのする紙面になればと思っています。一年間よろしくお願い致します。      (M.H) 

阪和部 EMC ボウリング大会 
 

参加費４５００円 小学生以下１５００円 

(２ゲーム費・靴代・懇親会費を含む) 


