２００７年１０月報

Vol ３８４

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!

ローマ人への手紙 12 章 15〜16 節

喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。互いに思うことをひとつにし、高ぶった思いをいだかず、かえって低い者
たちと交わるがよい。
〜 人間関係で心すべき基本です 〜

「ファンドで得られた恩恵は、ファンドでお返しだ !」
西日本区ファンド事業主任 前田 文夫
大阪河内クラブの皆さんへ、
2007〜2008 年度西日本区のファンド事業主任として１年間奉仕させて頂きます前田です。
（よく男前田と言われます。）ファンド事業は、他の事業と比べ地味で、私自身も今迄はあまり意
識が無い事業でした。しかしながら、内容的には非常に重要な事業だと思います。これを機会に出来
る限り多くのワイズの人々に認識・理解してもらう為に、いろいろ工夫しファンド集めに貢献したい
と思っております。
私達は余り意識していないかも知れませんが、キリストの教えを基本理念とした素晴らしいクラブ
に属しております。ワイズ活動を通し、いろいろな形で可也の恩恵を受けていると思います。
その受けた掛替えの無い恩恵に対し、恩返しの意味で一部を献金としてファンド事業に捧げて頂ければと思います。
＊今年度の目標ですが、
（換算レート：US＄/￥125）
EF・JWF Fund：
・EF（Endowment Fund）１回＄100（￥12,500） ・JWF（Japan West Fund）１回￥10,000 以上
（こんな時に。。。）
・お子さん・お孫さんの結婚を記念して、誕生日を祝して ・金婚式・結婚式をお祝いして
・クラブチャーター周年記念をお祝いして
B) BF Fund：
・従来目標が￥3,000/人（＄25）であったのが、￥1,900/人（＄15）とハードルが低くなり、目標をクリアし易
くなっております。
・また来年は、国際大会がデンマークで開催されますので、パーシャルグラント（一部補助）に参加すべく BF Fund
に励んで頂ければと思います。
今年１年ワイズ活動を通して、大阪河内クラブの皆さんが素晴らしい賜物を得られことを心より祈っております。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
９月例会報告
２００7 年 9 月 20 日（木）18:30〜20:00
出席者(敬称略)
メ ン 佐古・正野・藤井・丸尾・望月・山内・横田・芳澤・田中
濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北・岩坂・中野・初田

メネット 伊藤・望月・新本・田中・初田
ゲスト＆ビジター
松岡虔一・寺岡博也・小地晃（サウス）
・今井利子(なかのしま)
稲毛延香（サンホーム）
・加藤寿枝・
京師美佳・
（ゲストスピーカー）
・

以上 30 名
PM：６：３０ 心こもった丸尾会長
の言葉と開会点鐘で例会が始まりまし
た。ゲストはなかのしまクラブより１
名・サウスクラブより３名・サンホー
ムより１名と宮本桂子さんのサポーターの６名を迎
えました。インフォメーションは１２５周年の歩み
を感謝する各地域 YMCA の企画・広報を中心に河
内クラブの各委員会の動きのアピールがありました。

濱添連絡主事の食膳感謝の後、今回の食事から マ
イ箸 を使って伐採の自然保護とゴミを減らす環境
問題に取り組むためのマイ箸を用意することが、自
然にできればと願っています。
お腹が満たされますと次は身の安全と安心が気に
なりますね。それぞれの家庭で考えておられる防犯
は大丈夫でしょうか？
1 .犯罪の現況は増加傾向にある。
➀ 少年犯罪と外国人在住者が増え犯罪の増加。
② 検挙率の低下。
それは警察官が少ない現状によるもの。
➂ 判定不能化犯罪の激増
盗撮･盗聴・ストーカーなど
④ 犯罪の低年齢化
2 侵入しやすい地域と家。
➀ 駐車場･公園･コンビニに近い場所
② 塀や樹木で姿が隠せる場所がある
➂ 線路沿いは音がしていることと、逃げるのに
便利な場所
④ マンションの２･３階
⑤ 地域住民がゴミの放置を許しているところ、
違法駐車の管理の行き届いていないところ
⑥ 近所付き合いが希薄なとこ、井戸端会議の姿
があまり見かけられないところ。
3. 防犯に関して
➀ 侵入者は、音や光に対して敏感である。
センサーの取り付け、留守でも電気をつける、
玄関のチャイムは映像付に
② 捨て金を用意して見つけやすいところに置く。
注：この件に関しましてたとえ家庭内騒動が
−２−
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--サンホーム ６階 −
記録

横田憲子

起きましても当局は責任を取れませんので
ご了承ください。
➂ チャイムの設定は玄関の外で押せるよう、敷
地内に入ってチャイムを押す設定にしない。
④ 侵入をあきらめる作業の時間は５分で、玄関
の鍵もピッキング予防の鍵でディンブルキー
に、そして面格子はアルミを避け鉄やステン
レスの素材にガラスはワイヤーの入っている
素材にすることが好ましい。
⑤ 防犯対策の商品には、CP マークのついてい
るものが販売されている。
特に、京師美佳さんのこだわ
りは、ホテルなどに入るとす
ぐ隠しカメラをチェックさ
れます。その方法は、部屋を
暗くして携帯電話のカメラ
モードの画面を通して光が
あればそこには隠しカメラ
があるという。お気をつけくださいませ。
とてもわかりやすく、命
にかかわる大切なことを
教えていただきました。防
犯にお金が掛っても保険
のようなもので、万が一に
備えて被害を最小限に抑
えるように。そして、心に
は鍵をかけないで、家には頑丈な鍵を付けてくださ
いという言葉で終えられました。
次に、岩坂メネット・新本メン・本日誕生日の田
中メネット・ 今夜 飲みます というタスキを掛け
た芳澤メンが誕生日プレゼントの マイ箸 と皆さ
んのソングで祝われました。
本日のニコニコは特に、侵入された経験の告白が
何人も出てきたり、井戸端会議をするのにはこれか
ら井戸を掘らなアカンな、とかこれから家を出たメ
ネットは井戸端会議が忙しくいつ戻ってくるかわか
らなくなるとか、河内クラブの応酬になりました。
最後は YMCA の歌で、暑さを忘れた９月例会が
閉会されました。司会は大谷美佐子メンでした。
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中野

にこにこ語録(9 月例会)

敬称略
テープ起稿

正野

大谷美佐子

小池さんの会社に伺って初めて社長さんだと
知りました。
加藤さん いつも温かく声をかけて
下さってありがとうございます。
宮本 鍵のお話しをい
かして我が家のガタガ
タの戸が如何にかなる
か考えてみます。参考になり
ました。
望月 鍵のあけ方を教えてもらうの
かな〜と期待していました。もう少し早く聞
いていたら我が家も被害なしで助かっていた
かも。残念です。
伊藤 明日から商売変えします。どんな家が入りや
すいかがわかりましたのでハ・ハ・ハ・・。
伊藤メネット 鍵のことで思い出しま
したのですが、六甲のＹＭＣＡに行っ
た時,家は真っ暗、車はないし、表には
休暇の案内を貼ってるは、どうぞ入っ
てくださいと言わんばかりの状態でし
た。保険に入っていたのにうかっとしてまし
た。いっぱい情報は必要だと思います。金額
は少なかったのですが・・・・。
新本メネット 犬も居ますし,人相の悪い・・もいま
すでどろぼうがはいりません。
初田メネット 私はよく外に出て井戸端会議をして
おります。その間沢山の人がポスティングに
きたり、うろうろしている人を見ると声を掛
けています。これからもしょっちゅう井戸端
会議をしたいと思います。
望月メネット どろぼうに入られそうになり怖かっ
たです。鍵が３ケ付いたのですけど、開け閉
めが邪魔くさいです。(笑い)
田中メネット 先ほど｢捨て金｣と,言
われていましたね。いつも旅行
に行く時,机の上に二〜三万置
いて行ってたのが正しかつた
のですね。お誕生日のお祝いあ
りがとうございました。最初のころは花束と
かいろいろあったのですが、このごろはほと
んど無くて,今日は、皆さんに祝っていただこ
うと思ってきました。
田中 ほんとうはレストランを予約して食事に行く
予定をしいたのですが「,例会で美味しいお弁
当があるよ」とで行かなくなりました。以前
倉庫にどろぼうが入ったのですが,車を横つ
けし、猛犬もバールで一撃で殺されごっそり
持っていかれました。人が居てたら怖いこと
です。
芳澤 今日は,一人で飲みにいきます。昔は鍵っ子で
した。
藤井 先月主人にいただいたお誕生日のおはしです
が喜んでいました。使っているか聞いてみま
す。

会社の方は何回もどろぼうに入
られていますが,家の方は丸見
えなので入られた事はありませ
ん。
初田 今でも井戸端会議でなかなか帰
って来ないのに「これからも頑張ります」で
は半日ぐらいかかるんじゃないかと思ってい
ます。
佐古 塀が高いもんで入って来れないと思うんです
が,裏の山から入ってくるかも知れませんの
で気を付けないといけません。10 月 14 日
の「わいわいフェスティバル」、是非とも応援
し参加するようにお願いします・
尾北 サンホームは被害にあいましたが、家は被害
がないです。センサーライトを付けています。
入られてないからと油断せず気を付けたいで
す。
岩坂 私達夫婦はのんきで戸締りを全然やってない
です。結婚して 50 年近いのですがどろぼう
に入られたことはないです。家内の誕生祝を
レストランででもしないといけないかなぁ〜
と思っていましたところ、ワイズから丸尾会
長のメッセージ付きのプレゼントいただきこ
れで充分だと思っています。
新本 今日は御祝いをいただきありがとうございま
す。私の地域ではで市から御祝がいただけま
す。去年までは７０歳で、今年から７５歳に
なり残念です。
濱添 ４カ月程前にサンホームの駐車場の鉄板を盗
られました。明日の朝は周りを点検します。
小池（大阪サウス） 口は手品師、
心はワイズ。だじゃれ大好き
サウスの小池でございます。
防犯には、明かるくし犬を飼
っています。しかし、犬は卑
しいので餌につられてシッポ
を振るのではと心配です。
寺岡（大阪サウス） コンサートのキ
ップ３２枚お買い上げありがとうご
ざいました。 先生が防犯設備は保険
のようなもとの言われていましたが、
改めてちゃんとしとかないといけな
いと思いました。
松岡（大阪サウス） １０月１４
日は泉北に行っています。
１時半には間に合うように
早く切上げて帰って来ます。
今井（なかのしま）
マンションで近所
の交流がありません。どろぼうに入
られたのは,怖かったです。家にいな
くて良かったです。しかし盗まれた
品物は残念です。
大谷 先生のテレビ番組を見てまし
た。家族で戸締り等注意しょう
と言っていました。

−３−
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山内

年で早く起きるのですが,家の門扉が開いて
ることがあります。娘のようです。ピアノば
かりしている芸術家タイプで無頓着で頭を悩
ましています。
丸尾 言葉遊びのようです？「鍵かけた？」
「鍵かけ
といたのでは使われへんからとってきた」ま
た「ちゃんとかけといたぁ？」
「いやいや鍵は
かけてへんけど、錠かけた」錠と鍵とがよう
判ってないようで。井戸端会議を薦めようと
思います。また｢近所に井戸掘っといてや｣と
言われそうです。また例会で防火対策や防災
のシリーズを考えていったらいいですね。
京師 美佳（ゲストスピーカー）
お招きいただきありがとうございま
した。今日の話しがお役にたてれば幸
いです。ぜひ今のままの心明るい皆さ
んで心の鍵を閉めずにお家の鍵を閉
めていただきたいと思います
横田 チャイムが鳴りましたので玄関に出ますと、
表に警察と消防署とセコムとナニワ商事さん
がいまして、私がセコムの解除をするのを間
違って、鳴っていたようでびっくりしました。
うまいこと使って無いなァと思いました。

審議事項・連絡事項
《審議事項》
１． 入会及び入会金規程に関する件
入会金の減免措置についてはＥＭＣ促進運動に基づ
いて今期に限り免除とする。
入会者に対するクラブからの記念品について考慮す
る。

２． 阪和部会における物品販売について
メネット主査より独自企画でのファンド作りの要請
があるが、河内メネット会としては実施しない。主
任斡旋の「みそせんべい」をクラブに持ち帰り、ク
ラブ内で販売する。
益金についてはメネット会に一任する。

３． 阪和部会（１０月７日）参加者の確認
メン：伊藤、大谷、正野、新本、田中、初田 、
丸尾、望月、横田、芳澤、
以上１０名
メネット：伊藤、丸尾、望月、
以上 ３名

４． わいわいフェスティバル（１０月１４日）
参加者の確認と役割確認
メン：大谷、尾北、佐古、正野、新本、田中、初田、
藤井、丸尾、宮本、横田、芳澤
以上１２名
メネット：伊藤、初田、丸尾、
以上 ３名
会場の誘導等、役割について会長よりメール、ファ
ックスにて連絡を行う。

本日のにこにこは 22,230 円でした。
ご協力に感謝します。

第３３期

第４回役員会

２００７年 9 月 27 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
BF
出席者

5．９月「なごみ」参加者の確認（９月２９日（土））
伊藤、大谷、尾北、佐古、初田、初田メ、
藤井、丸尾、丸尾メ、
横田憲子（準備協力は可）

6．桃の里幼稚園

以上９名

草刈り奉仕について

Ｙサービスの佐古君に連絡の上、日時を決定する。
（予定日・・１０月８日〈月･祝〉
）
日時決まり次第、メール・ファックスで連絡する。

丸尾・山内・初田・大谷・芳澤・望月・
濱添・田中・伊藤・宮本

10 月例会 10 月 18（木 サンホーム
7.

担当：A グループ
芳澤・石田・伊藤・尾北・佐古・藤井・宮本・
ゲストスピーカー
伊藤みどり 氏
(関西生命線・代表)

ジャガイモの発注状況（１０月２０日入荷）
ジャガイモ・・９１０ケース、
かぼちゃ・・ １００ケース

8．Azaryan Olga 招へい理由書

10 月例会役割分担
司
会
宮本桂子 君 聖句朗読 伊藤圭介
食事手配
伊藤圭介 君 食膳感謝 佐古至弘
ニコニコ 藤井敬子 君・尾北 昇 君
受付 佐古至弘 君

君
君

送付報告

すべての書類を送付し、ビザの取得中
歓迎食事会を実施する。場所等は、丸尾会長、伊藤
君、岩坂君に一任する。

9．その他
11 月号ブリテン原稿担当者
こーひーぶれいく
岩坂正雄
役員会報告
大谷美佐子
例会報告
尾北 昇
Ｙニュース
鈴木 えみ
サンホームニュース
尾北
昇
メネットコラム(私の独り言) 大薮暢子
にこにこテープ起し
芳澤伸之
巻頭言
伊藤圭介

−４−

君
君
君
君
君
さん
君
君

会計報告： 区費、部費 納付について・・・
区費、部費納入済み。
備品整理の棚購入について・・・
役員会では承認するが、サンホームの了解をと
った上で購入する。
ロビー展の準備・・・
チラシ等を作成して阪和部会にてアピールする。

大阪河内ワイズメンズクラブ
阪和部 YY フォーラム
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報告
記録

初田

稔

２００７年９月８日(土)。南 YMCA において阪和
部 YY フォーラムが開催されました。
鉄谷 Y サ主任の司会で進行され、西日本区からは
神谷理事・望月書記・金城会計・大野 Y サ・ユース
事 業 主 任 、 YMCA か ら は 大 阪 YMCA ・ 奈 良
YMCA・和歌山 YMCA の各総主事と阿南海洋セン
ターの所長が参加され、約３時間に渡ってワイズと
YMCA の「ええ関係」について話し合いがなされま
した。
神谷理事は、本日の立場は西日本区理事としてで
はなく、和歌山クラブの一員としてワイズと YMCA
の関係を確認したくて参加しましたと述べられまし
た。
大野主任は、ご自身のワイズと YMCA に関わる
きっかけとなったお話から始められ、色々なエピソ
ードを交えながら、よく理解できるようにお話をし
てくださいました。

和歌山 YMCA 総主事

阿南海洋センター所長

阪和部会の案内

熱気溢れる会場

挨拶される神谷理事

大野主任

大野 Y サ主任

大いに歌う

報

告

河内クラブのファンドにお使いくださいと、大阪
クラブの清水ファミリーから、５０円切手１０枚シ
ートを２枚と、なかのしまクラブの今井さんから５
０円切手を２０枚と１５円切手を４０枚いただきま
した。感謝を込めて報告いたします。
大阪 YMCA 総主事

奈良 YMCA 総主事
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大阪河内ワイズメンズクラブ

２００７年 １０月報

そのⅡ
Dear Mr. Mochizuki and Mr. Itoh,

：被写体：

伊藤圭介

例会などの会合で人物の自然な動きを捉えるよう
にカメラのシャッターを切っているが、被写体がこ
ちらの思うようにポーズしてくれない。
良いポーズの写真を撮れたときは 30 分位じっと
パソコンに写った被写体を見つめてにやにやしてい
る。写され上手な人は障害物を避けてうまく自然に
良い位置でポーズしてくれる。
花束などの贈呈場面はカメラを意識して役者のよ
うに暫く時間をかけてカメラに向いてくれると有難
い。
阪神タイガースが勝った時に岡田監督がインタビ
ューを受けている後ろには Tigers の文字で溢れて
いる。後ろの看板の位置も人物とうまく合うとその
場をカメラで説明し易い。
英語力をカバーする意味で現場を言葉でなく、写
真で表現するように英文ホームページを作る工夫を
している。

Congratulations on your new member Mr.
Aono. He is joining a good group of people.
2,000 member goal is something to strive for
and I believe you can do it.We had over 60
members when I became a Y's Man in our club,
now we have 20. Sincerely,
Joan and Joe

理事通信１０月報(抜粋)
10-1

国際議員立候補者決まる

8 月 5 日付け文書で、2008〜9 年度ＩＰＥ（次
期国際会長）
、2008 年 7 月〜2011 年 6 月末日ま
で務める国際議員の立候補並びに推薦をお願いして
いましたが、西日本区としての期日締切りまでには、
応募は有りませんでした。
常任役員会で協議の結果、東広島クラブの谷本秀
康会員を推薦することを決定し、同氏、西中国部役
員会、東広島クラブの承諾を得ましたので立候補届
け出を行います。11 月にはグッドスタンディング
のクラブ会長宛に投票用紙を郵送します。
宜しくご判断いただき、必ず投票して下さること
をお願いいたします。

10-4 ブースター賞（前年度）を
各部会で次の方々に伝達しました。感謝！
海外からの便り

(抜粋)

そのⅠ
Dear Y’s Man Mochizuki and Itoh,
Thank you for keeping my name on your
mailing list.
I always enjoy visiting and reading the Osaka
Kawachi website which is very informative and
educative. I really enjoy the rich content, the
rich Japanese culture which is in some of the
articles you post on your website as well as the
sayings of the wise, the parables, the deep
messages, the changing seasons and flowers
captured in your beautiful photographs and of
course the sense of humour from the Editor.
Bravo Mochizuki-san, Itoh-san and all the Y’s
Men of the Osaka Kawachi club.
Y’sly and sincerely,
Benson Wabule
Past International President
−6−

岩間哲郎様（四日市クラブ３名）
・栗原正明様（四
日市クラブ３名）
・野村秋博様（名古屋東海クラブ５
名）・島田恒様（芦屋クラブ３名）・堀隆之様（熊本
みなみクラブ３名）

10-6 「国境なき奉仕」を実践しているク
ラブはお知らせください。
ラッセ国際会長の主題「国境なき奉仕」を、既に
実践しているクラブや計画中のクラブが沢山あると
推察しています。素晴らしい活動はアジアブリテ
ン・ワイズメンズワールド・ホームページなどに紹
介したいと考えています。理事宛に e-mail 等でお
知らせください 。

10-7

第 2 回役員会議案受付

既に 9 月 10 日付文書で、11 月 17〜18 日開催
の第 2 回役員会案内と議案書受付の案内を、区役
員・委員長宛に発信しています。受付締切りは 10
月 27 日となっています。
もし皆様からの議案提案がありましたら、10 月
20 日頃までに部長宛にお出しください。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 １０月報
京都部部会に参加して

六甲部部会報告
初田

稔

２００７年９月９日(日)。京都
部の部会が三条のホテルで開催
されました。当日は約 500 名弱
の参加者で西日本区大会を髣髴
させる雰囲気でした。昨年の京
都部会も同じような気持ちにな
ったことを思い出しました。
バナーセレ
モニーから、知
事や市長のご
挨拶まであり、
単に部会とは
思えないスケ
ールでした。
出し物もソールミ
ュージックから龍谷
大学のチアガールに
よるデモンストレー
ションなど大変素晴
らしいものでありま
した。しかし、音楽
はボリュームが大きすぎて、舞台の近くの席で観る
観客には少し苦痛でした。
（スミマセン）その反対に
チアガールの演技は大変迫力がありました。

奈良クラブのメンバー２１名と理事・役員その他
の皆さんによる第１１回西日本区大会のアピールが
なされ、来年の奈良での再会を約束して参りました。

初田

稔

９月も中頃を過ぎると、六甲山は大阪と違い少し
は涼しかろうと期待して出かけました。期待は大き
く外れて、大阪の下界と同じ位の気候でありました。
大塚六甲部部長の開会点鐘と開会宣言で、部会は
厳粛に開会しました。
部会はプログラム通りに粛々
と進み、来賓のご挨拶と神谷西
日本区理事のご挨拶、西日本区
2000 推進チームによる会員
増強のアピール、さらに澤田
EMC 主任の強烈な意識改革のためにはとの演説が
あり、暑い中で熱い雰囲気と
なりました。来賓の紹介と西
日本区役員の紹介、さらに六
甲部の役員の紹介が一人ひと
り行われ、第 2 部は終了とな
りました。
しばしの休憩の後、第３部の
開始です。「クレセントハーモ
ニー」のコンサートで、関学の
グリークラブの OB で、平均
年齢は６０歳を遥かに越えて
いる様子でした。(もし若かっ
たらゴメンナサイ)４０名のメンバーが合唱する歌
は本当に素晴らしいハーモニーを奏で、心が洗われ
る感がしました。アメリカまで演奏旅行をする価値
があると思いました。

続いて第４部の懇親会の時間です。森本直前理事
の乾杯で始まりました。歓談と食事が進み、少しお
酒も頂いた頃に 2000 推進チームのピンバッヂの
販売献金タイムとなり、司会者が上手く参加者の意
識を捕らえて、７万円以上の献金を集めました。
各クラブのアピールタイムがあり、阪和部は奈良
クラブと合同で来年の西日本区大会のアピールをし
ました。

−７−

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 １０月報
「桃の里幼稚園

活動報告」
東ＹMCA

春田智章

今年から YMCA 桃の里配属になった社会人 1 年目の春田
智章です。私は園児サッカーと水泳を担当しています。今回
は園児サッカーについて書きたいと思います。
園児サッカーは１６人で活動をしています。4 月の頃はボール蹴ると力が強すぎてグランドの端っこまで
ボールが飛んでいってしまい、上手にドリブルをする事が出来ませんでした。練習を重ねるにつれて、蹴る
力のコントロールはまだまだですけど少しずつドリブルが
できるようになりました。みんな、とてもサッカーが好き
でクラスが終わると汗だくになって楽しかったと言って帰
っていきます。毎回、子ども達のサッカーの技術、仲間と
の信頼関係の成長が楽しみにサッカーを一緒にしています。
みなさん、桃の里サッカーの応援よろしくお願いします

敬老祝賀会報告（９月１７日）
特養の敬老祝賀会を開催し、ご家族３０名、ボランティ
ア２０名の参加があり、入所者を含めますと約１００名が
それぞれのフロアーで集い盛会でした。
食生活創造室特製の豪華なお食事で皆様の長寿を祝い、
色紙づくりなども楽しみました。最高齢は 100 歳の SM さ
んです。喜寿、米寿の方もいらっしゃいます。サンホーム
の入所者の平均年齢は年々上昇し、ただ今 87 歳になり、
90 歳以上の方は 20 名いらっしゃいます。
今年も皆様の長寿を祝う会を持つことができ感謝でござ
います。

ＹＭＣＡサンホーム秋のプログラム予告
★
★

10 月 14 日(日) わいわいフェスティバル
11 月 11 日(日) デイ外出行事（京都）

特に「わいわいフェスティバル」は、大阪 YMCA125 周年事業の一環としての東ＹＭＣＡの大きなイベン
トです。ワイズメンズクラブのご協力をお願いします。

１０月ゲストスピーカー
プロフィール
伊藤みどり（梁碧玉）さん
台湾高雄生まれ、台南神学院卒業後１９７４年「高雄生命線」でソーシャルワーカーとして従事。１９７
７年伊藤裕之氏と結婚来日、二女の母。８８年に中之島で台湾女性が投身自殺、この新聞記事を見て日本に
「いのちの電話」があればと３年間の構想の後、９０年１１月に台湾語・北京語による「関西生命線」設立。
以来１６年１０ケ月、大晦日中華鍋大会、三木グリーンピア中国人キャンプ、各シンポジウム、お弁当講
習会、お月見大会とめまぐるしい活動ぶりです。５周年単位の周年記念式典・行事には「関西生命線」の歩
みに対して神様に感謝して必ず「感謝礼拝」を捧げておられます。その都度、各テレビ・新聞などのメディ
アの報道は大きく取り上げられすごいものです。大阪府さくやこの花賞、大阪府知事賞、大阪市きらめき賞
と、ボランティア活動に対して各種表彰を受けられた。
特筆すべきは専属スタッフなしで、すべて手作りのボランティアによって行われていることです。西区新
町にある台湾中華長老教会員のクリスチャンであり、大阪セントラルワイズメンズクラブ会員です。
（尾崎琢磨記）

−８−

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

２００７年 １０月報

奈良クラブメネット例会に参加して
９月８日 田中 加代子
堺で 孫の満１歳のセレモニーがあり、婿殿
の実家の両親を交えての食事会を終えた
後奈良の会場へ向かいました。生駒のトン
ネルを抜けるとかなりの雨が降った後の
ようで、路面が濡れ暑さもややおさまって
きたようでした。
会場には秋の花が可愛く飾られメネット会らしい雰囲
気。内田メネット会長の開会点鐘、メネットソングに始ま
り作り立ての暖かい食事を頂きました。
卓話は｢薬害エイズ｣で血友病の息
子さんを亡くされた稲葉美代子さん
のお話で 永年薬害エイズと戦い
エイズ資料館を設立された過程を話
されました。これまでエイズについて
は何度かお話を聞きましたが 今回
は又違った面から エイズを学ぶこ
とが出来ました。母として 大切な息子さんを亡くされた
お話はとても重くつらいお話でしたが、９月生まれの私は
奈良クラブで今年もお誕生プレゼントを頂きチョット気
分を軽くして帰路に着きました。
この日

連載ＮＯ35

「私の独り言」

「思いがけないできごと」
岩阪千種さん
私たちは、ついつい「あって当たり前」の気分にとらわ
れて、与えられている恵みを忘れがちです。
今夏、異常な暑さの中で、ふとした不注意で転倒し、右
手首を骨折しました。猛暑の中、４０日にわたるギブス生
活の不自由を味わうことになりました。
左手だけの生活はまことに不自由なもので、”治ったら
左利きになっているかも!”などと言いながら、主人や子供
たちに助けられながらの毎日でした。
今はやっとギブスから開放され、リハビリにはいってい
ます。
どんなに小さなものであっても、与えられている尊さと、
備えられている有難さに謙虚に感謝することを思い知ら
された夏でした。

紀の川クラブ訪問記

９月１日 田中 惟介

多分気の抜けた うかない顔をしてい
たのだろう。見かねた初田ワイズが紀の川
クラブのメネット例会訪問に 声をかけ
てくれた。 部長の任期を終え まぁゆる
ゆると感謝のクラブ訪問をし始めていた
私は ありがたくそのお誘いに乗り、車を提供することに
した次第。 曇り空のおかげで酷暑もやや和らぎ約１時間
のドライブはかつての公式訪問と異なり おだやかで快
適なものだった。
中島メネット会長
の司式で例会が開か
れ諸報告の後のプロ
グラムはご存知ハニ
ー ス マイ ル ズ ( 恵 美
奈夫妻)の｢皆で楽し
く歌おう｣と題され
た かつての歌声喫
茶のような楽しいひ
と時。
遠藤部長は九州部会に参加のため来られなかったがメ
ネット主査と佐々木メネットが出席され ３期にさかの
ぼる部長と 揃ってのアピールで 阪和部会に向けての
意気も上がる 良い例会であった。
終会後 紀の川恒例のＢＦファンド用物品販売でお漬
物等を購入し帰途に着いた。

阪和部合同メネット会のご案内
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HAPPY
中野
尾北

涌子
昇

BIRTH

DAY

WEDDING

１９ＸＸ年１０月２２日生
１９５１年１０月２２日生

October

２００７

ANNIVERSARY

岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日
青野 剛暁＆亜希子夫妻 １０月１５日
横田 憲子＆允 宏夫妻 １０月２７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

BF

BF ナイトを計画し、使用済切手の整理作業をしつつ親睦を図ろう。
前田 文夫ファンド事業主任（姫路グローバルクラブ）

１０月−１ １月の予定

10 月例会プログラム
１０月１８日(木)

１０月
１０月 ５日(金) 第２例会 東 YMCA
１０月 ７日(日) 阪和部部会
１０月１４日(日) びわこ部部会
１０月１４日(日) わいわいフェスティバル
１０月１８日（木） 第１例会 サンホーム６階
１０月２０日(土) 瀬戸山陰部部会
１０月２５日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１０月２７日(土) 第２回主査会 南 YMCA
１０月２７日(土) 第２回阪和部評議会
１０月２７日(土) なごみ

司会
宮本桂子君
開会点鐘
丸尾会長
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
会長の時間
丸尾 会長
インフォメーション
各 担 当
食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談
一
同
ゲストスピーチ

11 月

伊藤みどり 氏

「ボランティア活動を通して
観る現代社会の問題点」
台湾語・北京語による命の電話「関西生命線」

１１月 ２日(金) 第２例会 東 YMCA
１１月 11 日(日) 合同メネット会 南 YMCA
１１月１５日（木） 第１例会 サンホーム６階
１１月 17 日(土)〜１８日(日) 西日本区役員会
ホテル クライトン新大阪
１１月 20 日(火) チャリティーゴルフ大会
１１月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１１月２３日(祝) チャリティーラン 万博公園
１１月２４日(土) なごみ

Wind

サンホーム

誕生・結婚祝
にこにこアワー
ＹＭＣＡの歌
閉会挨拶・点鐘

From

丸尾 会長
藤井君&尾北君
一
同
山内副会長

Kawachi

「暑さ寒さも彼岸まで」今年は彼岸が過ぎても暑さが持続し、秋の気配は皆目しなかったが、本日の涼しさはどう
したものか。１０月の末の気候とは。昨日までの半袖での外出は寒くて、上着が必要でした。今年は秋が無くて直ぐ
に冬が来るのでしょうか。今日はストーブが欲しい気持ちです。私は今日も元気でした。 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/
―10―

