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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」

【今月の聖句】

示そうワイズ! 伸ばそうワイズ!

マタイによる福音書 9 章 17 節

だれも新しいぶどう酒を古い皮袋に入れはしない。もしそんなことをしたら、その皮袋は張り裂け、酒は流れ出るし、皮
袋も無駄になる。だから新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるべきである。そうすれば両方とも長持ちするであろう。
〜 新しいメンバーを迎え入れるには、私たち自身が新たになる努力が欠かせません 〜

「日常の糧」

８月例会プログラム
Y サ・ユース事業委員長

佐古至弘

私たちは毎日三度の食事を頂いておりますが、
今日この頃の食事には本当に豊富な材料、新鮮な
食材が多く含まれています。私は戦時中に育ち、
食料は少なく粗末な材料や調味料しかありません
でした。
そんな時代に育った為か食事には好き嫌いは何
もありません。この頃はいろんなパーティーや食
事会に参加する機会が多くありますが、参加していつも感じること
ですが、高額な会費を出した宴会でも、食後には残食が沢山残って
います。
私は調理関係の仕事に関わっていますが、今の時代の人々がもし
も食料危機が来た時にはどうするのかと考えさせられます。これは
私たち大人がよく考えなければならないことだと思います。特にテ
レビ番組等で大食い大会バイキング大会が行われていますが、本当
に先が思いやられます。
私たちのワイズの例会、区大会などのパーティーも反省すること
が必要な時代に来ているのではないかと思います。
皆様はどのように思われますか。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
７月例会報告
２００7 年７月１９日（木）18:30〜21:00
出席者(敬称略)
メ ン 佐古・正野・藤井・丸尾・望月・山内・横田・芳澤・岩坂・
田中・初田・濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北

メネット 伊藤・初田・望月・新本・丸尾
ゲスト＆ビジター
遠藤通寛・典子・佐々木貞子・辻 知行・松野五郎・小路修・
山田理學（泉北）・鉄谷明（サウス）
・白石定一(元メンバー)
安佳余子（サンホーム）
・青野剛暁（ビジター）鈴木えみ

以上３４名

第一部：
クラブ役員交代式。遠藤 道寛阪和部長の式辞で、
厳粛な雰囲気で行われました。

丸尾 欽造会長が誕生してこれからの１年間の抱
負を語られました。特にクラブ運営
に関しては、時間通りに出席第一は
勿論、会費も滞りのないようにと、
その他極当然の決り事でしたが、真
意は、いつも新鮮な気持ちを維持し
て、マンネリに流れずにご自
身を引き締めておられる印
象を、写真のフアインダーを
覗いてお顔を拝見していま
すと、私の心の奥に伝わって
きました。美辞麗句を散りば
めた雄弁に語られるよりは、
はるかに印象深いメッセージでした。少し気取って
もうしますと、アメリカ映画や政治家のスピーチを
拝見していますと、Metaphor（比喩的表現）を駆
使していますが、丸尾会長もシンプルな中に深い意
味を込めておられるのが理解できました。
遠藤 道寛阪和部長は
兎に角メンバーを増やす
のは当然の責務にしても、
規律を正しながらも楽し
くやろう、と照れもしな
いで真っ赤な服で、それ
もよく似合って、トレー
ドマークの笑顔で語りかけられました。遠藤部長の
スピーチの間、私の真向かい
の典子奥様はうつむいたり、
顔を少し上げご主人のお顔を
そっとみたり、隣の佐々木貞
子さんと目を合わしたりして
そわそわしておられるのを拝
−２−
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--サンホーム ６階 −
記録 伊藤

圭介

見していますとなんだか微笑ましく遠藤部長がその
後何を話されているのかさっぱり判らずじまいで申
し訳ありません。
望月直前会長、田中
直前部長、田中メネッ
ト直前主査、望月直前
メネット会長への花束
贈呈が行き交い、花に
埋もれた華やかな例会
でした。この花束贈呈
風景は写真でご覧頂け
れば幸いです。泉北クラブからは、小路、山田、辻、
松野、佐々木、遠藤メネットの皆さんが遠藤部長に
随行して出席されていました。尚、丸尾 欽造会長
から各委員長にメッセージを添えて手渡しで委嘱状
を渡されました。この委嘱状
で初めて役職が決り業務？
が始まる大事な儀式です。
初代大阪河内クラブ会長
の白石さんが、芦屋から出席
頂きました。８０歳になられ
ましたが、奥様もお元気でご
夫妻で素敵な養老施設で毎
日を楽しく過ごされている
そうです。
第２部：
芳澤会計から予算審議の提案があり全員の拍手で承
認されました。各事業委員長からは抱負を語られま
したが、７月報のブリテンに記述されていますので
ご覧頂ければ幸いです。丸尾メネット会長は主人の
スピーチにははらはらしていますが、メンのお手伝
いを楽しみながら頑張ります、と言われたのがメン
には力強いメッセージになった筈です。
尾北 サンホーム 施設長から、居酒屋も支援し
て頂いていますが、先日９８歳で亡くなられた柴原
さんが、居酒屋で生存中に楽しく遊ばせて頂いてい
るので居酒屋で使って下さい、と寄付を頂いており
無料開放して芝原さんを偲びました、と報告されま
した。すがすがしい嬉しい NEWS です。
うれしい NEWS はまだあります、現役の府会議
員、青野 剛暁さんが来月に入会される意志を表明
されています。
もう一つ、１１月８日から１８日までロシアから
Ekaterinburg クラブのメンバー二人が大阪河内
クラブを１０日間訪問されます。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ８月報
にこにこ語録(7 月例会)

敬称略
テープ起稿

山内

大谷美佐子

丸尾会長を支えて頑張っていき
ます。
望月 一年間お世話になりました。
遠藤阪和部長 一年間よろしく お願
いします。
丸尾 皆んなで頑張りま〜す。ご協力よろしく・
小路(泉北 C) 阪和部の書記で連絡網に
なりますのでなんなりとＦＡＸ
ください。新本さんは初代の阪和
部部長です。皆さん認識しておい
てください。
望月メネット 今日花束いただきありがとうござい
ました。（ご苦労様でした）
初田メネット お誕生日にお箸をいただきありがと
うございます。次回から持ってまいります。
山田(泉北 C) 阪和部１０クラブ去年に
負けずに頑張っていきたいと思
います。
佐古 Y サを引き受けましたので一年間
ご協力よろしくお願いします。
藤井 また一年会計を芳澤さんと頑張りますのでよ
ろしくお願いします。
辻 (泉北 C) 遠藤部長のサポートをし
て頑張っていきたいと思います。
新本 昨夜関西電力の音楽会があり招
待されました。
芳澤 一ヶ月私的なことで苦しかったのですが今日
はニコニコです。
尾北 東ＹＭＣＡのウエルネス、サンホーム今後と
もよろしくお願いいたします。
鉄谷（サウス C）Y サ、ユースの主査で
す。７月９日現在ＹＹフォーラム
の参加予定者、河内クラブ 13 名
プラス鈴木さんで１４名です。
松野(泉北 C) この夏、子供のキャンプ
に４回ほどついて行くのが健康
の秘訣かと思っておりましたが
ＹＳメンズクラブで奉仕をする
事一番健康の元になります。
伊藤 EMC 委員長よりメンバーの増員を言われて
います。ちょうど青野さんが入られるので会
長報告しておいてください。
遠藤メネッット主査 佐々木さんとい
しょうに頑張ります。よろしくお
願いします。
正野 青野さんが入られると最年少軍
団でなくなり繰り上がってしま
います。田中さん、望月さん一年間お疲れ様
でした。
佐々木メネット(泉北 C) メネット主
査さんと一緒にきました。この
一年間は一緒に協力して活動し
ていきたいとおもいます。

青野さん 先ほど環境の話をされてい
ましたが、会議などでペットボ
トルの飲み物がでた時ラベルを
剥がしておくと分別がしやすい
ようです。(普段の生活でも心が
けましょう)
濱添 ユースリーダーの献金お願いします・
大谷 初めて役員で書記をします。よろしくお願い
します。
横田 今日の青空のような丸尾会長のスタートです。
頑張っていきたいと思います。
新本メネット 会長ご夫妻とても言葉が上手ですの
で楽しい一年になると思います。
伊藤メネット 白石さんお会いできてうれしく思っ
ております。奥様にもどうぞよろしくお伝え
ください。
田中 ながいですよ(笑い) いろいろと有難うござ
いました。
宮本 今月で入会して一年経ちました。新しい役員
の方頑張ってください。
白石さん（ゲスト） 今日参加できてう
れしく思います。皆さんのご健
康と会の発展をお祈りいたしま
す。
鈴木スタッフ 私は元気です。
岩坂 白石さん出席いただいてこんなうれしいこと
はありません。次回もぜひお越しください。
丸尾メネット 白石さんお目にかかれて
うれしいです。奥さんとお越しく
ださい。
初田 私も元気でーす。

ニコニコは 26,111 円でした。

−３−

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ８月報

理事通信

［ＶＯＬ．２］抜粋

２００７年

８月 1 日発行

８-1
７月１日現在の西日本区の会員数は 1,630 名です。
前期半年報による西日本区の会員数は
1,630 名で、前年同期より 21 名の減少とな
りました。西日本区 2000 推進チームも澤田
EMC 事業主任とともに活発な活動に入って
おり各クラブとも目標達成に真摯な努力を頂
くようお願い致します。
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てに区費の請
求書をお送りしました。ご確認の上指定の払
込用紙で８月３１日までにご送金下さい。ク
ラブ名、項目明細など記入洩れのないように
お願い致します。
８-3
第２２回アジア地域大会（バンコク）並びにユース
コンボケーション
第 22 回アジア地域大会は８月１０日から１
２日までタイのバンコクで開催されます。
それに先立ち８月８日からのユースコンボ
ケーションに大野Ｙサ・ユース事業主任と共
に１８名の若者が参加します。
８-4
事業委員会・主査研修会、合同研修会が実施されま
した。
☆ＥＭＣ事業主任・事業主査合同研修会
６月２４日(日) ホテル法華クラブ京都
☆ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員・主査懇
談会 ７月１日(日) 神戸ＹＭＣＡ４階
☆メネット事業主査会 ７月２１日(土) ホテル
フジタ奈良(ＪＲ奈良・近鉄奈良徒歩５分)
☆地域奉仕･環境事業、メネット事業合同研修会
７月２２日(日) 大阪弁天町
☆ＥＭＣ事業委員会・2000 推進チーム合同会
議 ７月２８日(土) チサンホテル新大阪
８-5
各部の部会日程の再度ご案内
７月号でもお知らせしましたが、各部の部会
が下記の通り開催されます。所属される部会
は勿論、お近くの部会にも参加して交流の輪
を広げて下さい。
月 日
部
９月 １日〜２日 九州部部会
９月 ９日
京都部部会
９月１５日
西中国部部会
９月１６日
中部部会
９月２２日
六甲部部会
.
９月２９日
中西部部会
１０月 ７日
阪和部部会
１０月１４日
びわこ部部会
１０月２０日
瀬戸山陰部部会

−４−

８-8
ご連絡と訂正のお願い
①西日本区事務所の休業について
8 月 9 日 (木)〜13 日(月)まで アジア地域
大会参加のため
8 月 14 日(火)〜17 日(金)まで 夏期休暇
緊急事項は理事事務局で対応します。
②会長住所の変更
彦根シャトー会長和田忠美ワイズの住所は新し
いロースターをご覧下さい。
神戸学園都市会長金田 恵ワイズの住所も新し
いロースターをご覧下さい
③宛名シールの誤り
大津クラブ会長林 俊博ワイズを誤って益野忠
彦ワイズを載せておりました。
深くお詫び申し上げます。但し理事通信の発送
は正しくしておりました。
④ロースター掲載内容について
西日本区 2000 推進チームを特別委員会とし
ておりますが、正しくはＥＭＣ事業委員会の小
委員会でありますので、訂正してお詫び申上げ
ます。

介護予防事業
心と身体の健康のためにみんなで、
楽しく・踊って・歌ってフラダンスをしましょう♪
♪
☆ 対象 原則として東大阪市民で 65 歳以上の方
☆ 期間 平成 19 年 5 月〜平成 20 年 3 月迄
毎月第 4 月午前 10 時から 11 時 30 分
☆ 場所 YMCA サンホーム 6F
☆ 持ち物 タオル、スカート、T シャツ
☆ お問い合わせ・申し込み YMCA サンホーム
電話 ０６−６７８7−3733
☆ 定員 名（申し込み順）
共催 YMCA/西保健センター

大阪河内ワイズメンズクラブ
桃の里幼稚園

納涼大会報告

平成１９年７月２１日（土）

元理事懇談会報告
伊藤

１５時―１９時
報告 伊藤玲子

朝は未だ雨が残り雲も垂れ込めお天気が心配でし
たが天候が良くなって盛大な会になりました。
２F の YMCA で
園児に景品として
渡す文房具の袋詰
めを丸尾メネット
とお手伝いするこ
とから始まりまし
た。広い園庭ではい
くつもの白いテン
トが張られ保護者
の方々が大勢で夫々の持ち場の準備が整い４時から
の開場を待つばかり、多くの方が門前で既に待って
おられました。Y の担当はスライム作りと空き缶積
み。
夏休みに入って直ぐなので当園児の他、園 OB の
小学生らと賑やかで男女ともゆかた姿の子が多く楽
しみにしていた様で大勢参加されていました。スラ
イムの受付をしていて、一人一人に こんにちは
と声をかけますと、 コンニチワ と返事がありおろ
したてのゆかたがかわいらしい。父兄に混じって祖
父母もおられる風景は一寸羨ましい感じがしました。
他にもゲーム、ヨーヨー、紙芝居、舞台での踊りで
賑やかに盛り上がりました。７時の閉会まで一服す
ることなく人数の多さに驚きました。
感想：去年八戸ﾉ里の東 Y 祭りでは参加の人数が
少なくて用意していた食べ物も余りました。
マンション群の戸数
としては、絶対多いの
に参加人数が少ない
のは都会的な関心が
薄い為か一方当地は
旧村の様で道幅も狭
く大型マンションも
見当たらず、地区住民
の皆さんのふれあい、交流は大事に保たれて、幼稚
園という場でそれが実現しているのではないかと、
私は感じました。駐車場もないので、自転車か徒歩
で来場されていました。又、ワイズの参加者一人一
人に役目が与えられていましたが、初めての経験で
不安でしたが子供たちの楽しい集いの中に入り共に
参加出来て喜んでいます。

２００７年 ８月報
圭介記

日時：平成１９年７月１５日
場所：クライトンホテル新大阪
主な内容；
１）西日本区のメンバーが減少気味で、澤田賢司推
進委員長が元理事に２０００名達成の協力を強
く求められた。
２）藤井アジア次期会長（当時）が国際大会の東日
本区主催が決まれば経済援助を森本西日本区理
事（当時）から約束を頂いている件の質問に対
し、全くそんな約束はしていない、が森本直前
理事の回答でした。
３）ローランド国際書記長が来阪した件は役員会で
も公表されず、元理事懇談会で事実ですか、と
質問したら初めて事実です、と森本直前理事が
回答されました。何故公表されなかったか、に
対しワイズの用事でなく非公式の訪問で時間も
無くあわただしくされていたので、との回答で
した。だれが会われたのですか？森本理事、神
谷次期理事（当時）
、通訳として長尾さんの３人
です。近郊のアジア、国際役員も連絡されてい
ません。
ワイズの情報交換はないので、公表しなかったと
返事されましたが、例え非公式でもワイズの国際情
報を通訳まで介しているのに交換していないのは不
自然と思います。質問しなかったらローランド氏の
来阪は西日本区の皆さんには知り得なかったことに
なります。因みに東日本区では役員初め主なメンバ
ーが会合を持っています。（東日本区理事通信によ
る）
その他、国際会長の候補資格の内規についても尊重
されるようにとの意見も交わされましたが、これら
の元理事懇談会の内容は区報に掲載されます。

PS.

東日本区理事通信、
０６−０７ １０号 ４月号 10-1
ロランド・ダルマス（ISG）氏 来日
ワイズメンズクラブ国際協会の事務局長であるロ
ランド・ダルマス氏がＪＮＴＯ（独立行政法人 国
際観光振興機構）の招聘による来日に際して 3/6 に
横浜パシフィコを訪れ、2010 年の国際大会の候補
地としての横浜国際会議場等を見学しました。また、
東日本区役員有志とも懇談の時を持ち、貴重な意見
交換を行いました。
注：３月６日の来日ですので、４月の役員会で森本
理事はインフォーメーション出来ましたね。

大阪河内クラブからの参加者：

佐古、横田、尾北、
濱添、各メン、丸尾、伊藤各メネット。（敬称略）
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地域奉仕・環境事業、メネット事業
合同研修会報告
報告

正野忠之

７月２０日（土）の午後、弁天町において、神谷
尚孝西日本区理事を初め西日本区から総勢１３０名
が参加して行なわれました。岩間みどり地域奉仕・
環境事業主任（ヴェクセルクラブ）、林成子メネット
事業主任（奈良クラブ）により事業方針が語られ、
引き続き両事業の柱のひとつである「ＳＴＯＰ Ｈ
ＩＶ／ＡＩＤＳ」をテーマに、ＢＡＳＥ ＫＯＢＥ
代表の繁内幸治氏による講演が行なわれました。
ＨＩＶに感染しないための予防策だけでなく、Ｈ
ＩＶ感染者への理解と支援が行なわれてこそ「ＳＴ
ＯＰ ＨＩＶ／ＡＩＤＳ」に繋がるという内容に、
参加者は熱心に耳を傾けていたように思います。
その後、地域奉仕・環境事業主査による活動計画・
方針の発表があり、合同研修会は終了しました。

童心に返って
横田憲子
２０年振りに幼稚園の空気に触れました。元気がよく明
るい保母さんと、屈託のない園児と保護者家族で一杯の桃
の里幼稚園に出かける機会が出来ました。
夏祭り ですから浴衣や甚平姿の人達も多く，でも河
内クラブの熟年メネットはさすが見てましたね。打ち合わ
せが反対の子供が何人かいたね。でも帯がきちんと締めて
あったので右前にできなかったと。それだけ「スライム作
り」「缶積み」の東Ｙブースが忙しく子供達に人気があっ
たのです。
缶は息を凝らしながら積み上げる競争、そしてスライム
は水糊とホウ酸をよく混ぜ合わせ色を付けると不思議な
物体が出来るという科学的な遊びです。
大人も楽しめるのですが、子供によって紙コップの中の
液体を割り箸で混ぜるという動作が困難で、そんな子に限
ってお母さんの声援も激しく急がせる光景もありました。
おっとりしたその子は他人から見ればとてもかわいい子。
この子のテンポがあるのだろうなと老婆心が働く。東Ｙの
スッタフと共に参加させていただいた、桃の里幼稚園での
すばらしい半日でした。感謝。

河内クラブ８月例会のご案内

大阪河内クラブ納涼例会
HURA FESTA IN SUN-HOME

納涼例会献品のお願い
８月納涼例会にてオークションを行います。
１家族２点の献品をお願い致します。
例会当日かそれまでに東 YMCA にお届けく
ださい。
尚、献品にはお名前と希望販売価格を明示し
てくださいますようにお願い致します。
−6−

日時
場所
会費

８月２６日(日) PM1:30 受付
大阪 YMCA サンホーム６階
メン・メネット・ビジター
スタッフ・リーダーOB・OG
ボランテイアリーダー

３０００円
１０００円
招待

ビジター・スタッフ・リーダーOB・OG でオークション
用の献品の提供が出来る方は喜んでお受けします。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ８月報
第３３期

第２回役員会

２００７年７月２６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

Youth

Activities

出席者
丸尾・山内・初田・大谷・藤井・望月・濱添・佐古・
正野・芳澤・横田・新本・丸尾初

８月例会
８月２６（日）
担当：B グループ

サンホーム

新本・岩坂・大薮・正野・初田・中野・濱添・丸尾
ゲスト フラダンスチーム

例会役割分担
司
会
１部 新本英二君 ２部 正野忠之君
聖句朗読 中野義彦 君
食事手配 正野忠之 君
食膳感謝 岩坂正雄 君
ニコニコインタビュー 大谷美佐子 君・
君
受付手伝い
藤井・芳澤 君

７．大阪クラブ ＨＨキャンプ支援閉会式チケット販売
７月２１日現在
伊藤圭介４枚、望月強２枚、丸尾欽造１枚
８．各委員会報告
［Ｙサ・地域奉仕・ＥＭＣ・ファンド・メネット］
ボウリング参加予定者名：
正野忠之、新本英二、初田稔、藤井敬子、丸尾欽造、
宮本桂子×２、望月強×２、山内信三、横田憲子、芳
澤伸之
（７月１９日現在）１３名
ＹＹフォーラム参加予定者名 ：
伊藤圭介、岩坂正雄、佐古至弘、正野忠之、新本英二、
田中惟介、初田稔、藤井敬子、丸尾欽造、宮本桂子×
２、望月強、横田憲子、丸尾初子
（７月１９日現在）１５名
※メネット会
7/19 第１回メネット会開催。望月会長より引継ぎ、
今後のスケジュールの確認。
7/21 桃の里幼稚園 納涼祭のお手伝い
7/22 地域奉仕・環境事業とメネット事業合同研修
会出席 １３０名の参加。
8/4 メネット会長会 南 YMCA
「なごみ」は継続して支援をします。

9 月号ブリテン原稿
こーひーぶれいく
芳澤伸之 君
役員会報告
大谷美佐子 君
例会報告
正野忠之 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) 伊藤玲子 さん
にこにこテープ起し
大谷美佐子 君
巻頭言
丸尾初子 君

審議事項・連絡事項

９．ロシアワイズメン来日の取り組み
（オルガ女史、タニアさん）
来日滞在期間
１１月８日〜１８日
例会日
１１月１５日
伊藤さんを中心にして、B 班と交流委員会で例会
を企画する
１０．ジャガイモ発注着手
昨年の実績を確認して、ジャガイモとカボチャを発注
する。

《審議事項》
1. ８月例会のプラニング
第１部にて青野さんの入会式を行う
食事は正野君を中心とし、メネットも協力する。

１１．サンホーム納涼祭
８月２５日の「なごみ」を拡大して行う。
ワイズの参加者は濱添主事まで連絡。

２．９月号ブリテン原稿
執筆担当
上記掲載通り決定 期日には提出してください。

１２．サンホーム大掃除
８月２６日(日) 10:00-13:00 (受付
ワイズの参加者は濱添主事まで連絡。

３．パサデナからのゲスト ホームステイの確認
（大阪クラブＩＢＣ）
８月２５日、２６日
宿泊先 伊藤圭介さん宅
８月２７日、２８日
望月 強さん宅
４．青野さんの入会手続きの確認
推薦書の確認、 入会キットの入手、 バツヂ
オリエンテーシヨン、
入会日の確認、
８／２６日の例会で行う。

9:45)

１３．わいわいフェスティバル
１０月１４日(日) 13:00-16:30
場所は大阪樟蔭女子大学内会館
会場整備・受付・誘導・運営 等の協力依頼
１４．桃の里幼稚園のグランドの草取り
YMCA ではサツカーが使用している。
今は暑いので９月になってから実施する。

５．和田林杉江メネット退会の件
７月２０日付けで退会届けが提出された
手続きの確認
役員会にて承認されました。
６．新潟・中越沖地震救済募金の件

（別紙資料参照）

（７月２０日付、理事・地域奉仕主任・Ｙサ主任よりの要請）

河内クラブとしてはクラブ内募金とする。募金袋を用
意し、８／２６の例会日に受付に募金箱を用意する。
募金袋は所属と氏名と金額を記入するようにする。

−７−
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「桃の里幼稚園

納涼大会」
東ＹMCA

先日、ＹＭＣＡ桃の里では桃の里幼稚園で行われた納涼大会
というお祭りに参加しました。
桃の里のスタッフ、ボランティアリーダー、全員が関り準備を進め、当日は河内ワイズの方たちにもご協力
いただきました。
ＹＭＣＡ桃の里として幼稚園の行事に参加することは初めてで、初対面のリーダー同士、初めての店作りで
とまどうことも多くありましたが、当日お店は大盛況でした。

いきいき健康づくりセミナーのご案内
〜 これからの健康づくりと介護予防について考える〜
年を重ねるにつれ、知らず知らずのうちに脚の引き上げが充分になされず、わずかな段差に足をとられ転
倒する危険が高くなってきます。
一度転倒を経験してしまうと、歩行の際に、また転倒してしまうのではないかという不安がつのり、歩く
機会が減少することから歩く体力すらも衰えてしまうという悪循環に陥ることにもなります。
そうならないために、今回の講座では転倒しにくい身体づくりのポイントを学びます。何事も楽しくが一
番！ 笑いありの人気講座、さあ！気楽に参加してみましょう。
「とても楽しく、学べる」と定評ある講座です。ぜひお友達も誘い合わせてご参加下さい。
− 記 −
日 時
８月７日(火)
１０：００〜１２：００
講 師
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

＜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。２００７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
−８−

２００７年８月２６日(日)

１０：００〜１３：００

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー
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「私の独り言」

「朝起きて」
和田林杉江さん

朝うす曇り、本日の台風は西から東へとの報道。
幸いに東大阪は平穏に過ぎた。
長い人生、色々な事柄に出会ってきました。歳を
重ねる毎に、新しいことを始める冒険心と勇気をい
つまでも忘れぬように自分に言い聞かせて、これか
らも生きたいと願っております。
三月には事切れる寸前までいきました。其の時に
は人間て本当に冷静になれるものだとつくづく感じ
ました。また、其の時には人々との繋がりや和がい
かに大切かとしみじみ感じました。
今日、命あるのも大勢の人々のお陰だと思ってお
ります。これからも毎日を大切に、ゆっくりと生き
てゆきたいと願っております。
感謝

【メネット通信】
メネット会長

丸尾初子

「この一年間よろしくお願いいたします」
▼第１回メネット委員会報告▼
７月例会当日（７月１９日
（木）） の５時からサンホー
ムロビーにて開催いたしまし
た。
前期会長の望月治子さんか
らの引継ぎ事項をさせていた
だき、林成子メネット事業主任
（奈良）さんからの事業方針などをご報告させて
いただきました。林成子事業主任さんの主な方針
は、「メンの事業を応援し、メンと共に行動し、メ
ンと共に奉仕しましょう。ワイスメンズクラブは、
メンを通して夫婦で、家族で、楽しく奉仕活動が
できる国際奉仕団体であるという特徴を生かしま
しょう。」と、提唱されています。国内プロジェク
トとしては、
「メネット会の親睦強化」と「エイズ
若者予防グループＷＹＳＨプロジェクトへの支
援」示されています。
河内クラブメネット会としては、メネットとし
てクラブへの積極的なお手伝いをさせていただき、
時には食事会なども取り入れて楽しく話し合う場
をもちましょうとご提案もいただきました。
出席者：
伊藤玲子、新本力子、初田真佐子、望月治子、
丸尾初子 以上５名

▼ 合同研修会▼
（地域奉仕・環境事業とメネット事業）
７月２２日（日）
、ＯＲＣプリオ会議室で開かれ
ました。「合同研修会」ということで、メネット事
業だけのプログラムではありませんでしたが、特
別講演された繁内幸治さん（BASE KOBE 代表）
の方のお話は、現場の第一線で HIV / AIDS に取
り組んでおられるお立場から、HIV / AIDS への
理解を深めるためにとても重要な内容に触れるも
のでした。いい機会を持つことができました。詳
細は、記載できませんが、
「正しく理解することの
大切さ」を痛感いたしました。
▼ サンホーム居酒屋「なごみ」への奉仕▼
７月２８日（土）は７月の開店日。今月のメニ
ューは、にぎり寿司、お造り、フライ盛り合わせ、
フランクフルト、たこ焼き、ざるそば、それにメ
ネット特製の「お好み焼き」でした（他に何かも
れてるかも）
。冷たいビールと熱いお好み焼きの対
比に「おいしいわー」と、笑顔と雑談に溢れた居
酒屋は、入居者の方や通所者の方とスタツフやワ
イズメネット（勿論メンも）との小さな世界が広
がる明るい交流の場ですね。来月は８月２５日午
後６時開店です。メネットさんのご奉仕よろしく
お願いいたします。
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HAPPY
藤井
宮本
中野
尾北
濱添

中
善之
義彦
松子
吉生

BIRTH

１９ＸＸ年
１９５６年
１９４１年
１９ＸＸ年
１９５６年

DAY

WEDDING

８月 ５日生
８月 ６日生
８月２２日生
８月２４日生
８月３０日生

濱添

吉生＆千

July ２００７

ANNIVERSARY
妙夫妻

８月１１日

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

Youth Activities

夏は、若者が弾む季節です。きらきら輝く若者と共にプログラムを実践しよう。ユースコンボケーション
の成功を願い、「若者と共に平和を目指す運動」を広げましょう。
大野 勉 Y サ・ユース事業主任（神戸ポートクラブ）

８月−９月の予定
８月
８月 ３日(金) 第２例会 東 YMCA
８月 ４日(土) メネット会長会 南 YMCA
８月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
８月 25 日(土) なごみ 納涼祭
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
サンホーム大掃除

９月
９月 １日(土) 九州部部会
９月 ７日(金) 第２例会 東 YMCA
９月 ９日(日) 京都部部会
９月１５日(土) 西中国部部会
９月 16 日(日) 中部部会
９月 2０日（木）第１例会 サンホーム６階
９月 22 日(土) 六甲部部会
９月 27 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
９月２９日(土) 中西部部会
９月２９日(土) なごみ

Wind

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)

From

Kawachi

早朝のセミの声で目を覚まし、クーラーの切れた部屋の暑さに耐えながらの１日が始まります。もう少し寝てい
たいと考えるのは贅沢なことです。起き上がりたくても出来ない人のことを思えば暑さとの戦いも暑くはないかも知
れません。私は今日も元気です。 感謝。
(M.H)

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
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

伸之

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/
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