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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】 エペソ人への手紙 4 章 22 節～24 節 

あなたがたは、以前の生活に属する情欲に迷って滅び行く。古き人を脱ぎ捨て、心の深みまで新たにされて、神にかたどって造

られた新しき人を着るべきである。 
(新しい年を迎え、これまでの生き方を省みて、改めるべき点を反省し、新しい生き方に努めましょう。) 

 

 

年  輪 
岩坂正雄 

長男が幼児の頃、裏庭に自然生えで育った木

が、40 年あまり経って、高さ１０メートル程

の大木に成長した。毎年、秋深くなると、落葉

が隣家の庭に降り注いで、恐縮の謝りを繰り返

してきた。 

とうとう思い余って、先日、幹の上部を切断

処理した。直径１５センチほどの幹の切り口を

見ると、話に聞くとおり、自然環境の違いによ

って、その年輪の巾は異なっており、生き物の

成長の過程を覚えさせてくれて感慨無量であった。 

今は一人前の大人になった息子たちの成長の歩みを考えさせ

られるひと時であった。 

私たちのクラブも４０年近くの年月を映して、巾の広い順調

の時期、巾の狭い苦しい時期を経ながら歩んできたことを思う。 

いま、年改まって、新しい年輪を刻むときを迎え、さて、ど

んな巾を持つ活動の年度になるのだろうか。 
 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２１名 ゲスト＆ビジター        ８４名 12 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） 0 名 メネット＆コメット ７名 現金 2,000 円 12 月分 １２月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 １０７名 累計 28,500 円 0 円 0 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 0pt 累    計 累    計 
１ ２ 月 の 出 席 率 ８５.7％ 12 月の全出席者 １１９名 累計 28,500pt 0 円 101,956 円

 

 

１月例会プログラム 

 

 1 月 17 日（木）サンホーム 6Ｆ 
 

         司会 佐古至弘君 

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 

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        尾北 昇君 

食事          一   同 

クラブ内スピーチ    宮本桂子君 

 福祉作業センター 

  ティンカーベルについて説明 

 

誕生・結婚祝       丸尾会長 

にこにこアワー 伊藤玲子&望月強君 

ＹＭＣＡの歌      一   同 

閉会挨拶・点鐘     山内副会長 
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 １2 月例会報告   --サンホーム 1 階 －      
２００7 年 12 月 9 日（日）17:00～20:30                            記録 濱添吉生

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・藤井・丸尾・望月・山内・田中・中野・正野・ 

濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北・横田・青野 

メネット 伊藤・望月・新本・丸尾・大薮・中野・山内 
ゲスト＆ビジター 

遠藤通寛・泉北)・松岡虔一・恵美奈博光・富紀子・吉田全孝・

芳子・寺岡博也（サウス）・今井利子・藤井弥生(なかのしま)・

三品ミチ子(大阪))・東 正美（和歌山）・森本好子(高槻)・福永

勝(土佐堀)・石倉明美(宮本友人)・横田允宏・ 

ファミリー 

大谷聡・ゆき・幸輝・健人・美由樹・門田あつし・登紀子・ 

とき 

スタッフ 
 堀河竜宇・葛島経生・鈴木えみ・菅秀晃・細田敦子・佐藤悠・ 

 永良武郎・坂之上範子・安佳余子・永吉百合子・坂本安世・ 

広田優子・中井則子・上村五月・河井五月・（サンホーム） 

加藤寿枝(宮本ヘルパー)・八木知加・川本かおる(桃の里) 

リーダー 
平床優佳・松岡宏将・笠原翔子・中田実希・内藤毅・小滝雅・

安部美智子・池永達哉・中大輔・宮野絵理子・田村弘美・浜田

淑惠・上宇都惠生・ 

一般 
地神日奈・南川愛花・関圭祥・相原佑希太・塩崎羽・吉田節子・

菅原・土岐知恵子・土岐怜央・藤井淑子・佐藤キヨノ・野田茂

子・平尾アキノ・平尾和子・山中佳邦・淳子・咲楽 

その他無記名者 １０数名 

以上 107 名 

 

 

12 月 9 日 ( 日 ) 東

YMCA ・大阪河内ワイ

ズメンズクラブ「クリス

マス例会」が開催されま

した。大阪河内ワイズ第

一例会のあと、キャンド

ルサービスによるクリスマス礼拝、ゲストに「パイ

ン・ショップ・タウン」のバンドをお迎えしての演

奏、ロビー展表彰式、そして、恒例のオークション

と盛りだくさんのプログラムに総勢約１1０名が集

いました。 

今年は１階ロビーを

会場として、ワイズメ

ン、協力会員、ウエル

ネス会員メンバー、サ

ンホームの利用者や入

居者、ボランティアリ

ーダー、スタッフ等のそれぞれの部署から集うこと

ができました。祝会では、食生活創造室スタッフに

よるすばらしい食事をいただきながらの歓談、参加

者グループの歌やゲーム等、終始和やかな雰囲気で

ともにクリスマスを、お

祝いすることができま

した。バンドの演奏のと

きには、サンホームの利

用者とスタッフが音楽

に合せて踊りだす場面

もありました。また、当

日はワイズメン、ウエルネス会員の子ども達、ボラ

ンティアリーダー・スタッフによるクリスマス献金

の街頭募金も行なわれました。 
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第７回 チャリティーロビー展報告 
ロビー展実行委員長 望月強 

 

このロビー展も回を重ねて第７回目を迎えました。

続けることの大事さと難しさを実感しました。審査

は写真に限りＹＭＣＡになじみの深い河野正雄先生

にお願いしました。出展された作品は何れも美しく

良い作品が多く審査員を悩ましました。来場者から

の人気投票にも面白い結果が出てきます。作品その

ものの人気と出品者の人気が重なって出ていました。 

今回も７３点の出展があり、出品者１点当たり５

００円の出品料を頂きその額の全てをＹＭＣＡのク

リスマス献金に寄付させていただきました。又入賞

者の賞品も神谷西日本区理事、遠藤阪和部長に多額

の賞金を頂きました。丸尾会長、伊藤メンからも賞

品の献品を頂きました。お陰さまで盛り上がった授

賞式になりました。初田メンの作品を写し込んだ表

彰状も恒例になり、受賞者を喜ばせました。 

 

 

表彰作品抜粋(第３位まで) 

 

芸術写真の部 

 第２位 丸尾欽造氏 

第１位 山本直樹氏 

 

第３位 増石広之氏 

 

 

ワイズ写真の部 

  
 第１位 遠藤通寛氏   第２位 吉田全孝氏 

 

  
第３位 恵美奈富紀子氏 

書画の部 

  
第１位 岩本二三子氏  第２位 永吉百合子氏 

 

 
第３位 藤本博明氏 

 

 

クラフトの部 

  
第１位 嶌岡いづみ氏  第３位 尾北松子氏 

 
第２位 岩本 章氏 

 

 

人気投票の部 

  
第１位 岡本 宏氏  第２位 永吉百合子氏 

 
第３位 永良武郎氏 
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沢山のお買い上げを感謝いたします。 

この売り上げ金額より４５０００円を東 YMCA のクリスマス献金として捧げました。 
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第３３期 第 7 回役員会  

２００７年 12 月 13 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  IBC・DBC 

 

出席者  

丸尾・山内・初田・大谷・藤井・濱添・伊藤・宮本・ 

横田・田中・正野・加藤 

 

1 月例会 1 月 17（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 

ゲストスピーカー  宮本桂子さん  

  
例会役割分担 

 司   会 佐古至弘 君  聖句朗読 伊藤圭介 君 

 食事手配 藤井敬子 君  食膳感謝 尾北 昇 君 

 ニコニコ  伊藤玲子さん &  望月 強 君    

 受  付  尾北 昇 君 

 

2 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく        正野忠之 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)   新本力子 さん 

にこにこテープ起し     大谷美佐子 君  

巻頭言              横田憲子 君 

 新年合同例会報告       丸尾欽造 君 

 

審議事項・連絡事項 
《審議事項》 
 
１． 次期（08/09）阪和部役員及び主査選考について 
   ① 三木求次期部長より次期阪和部書記として「正

野忠之君」を指名さる。 
本人は、受諾の意向であり、クラブとして推薦

したい。    承認 
② 次期阪和部「ファンド主査」を輩出するように

要請された。 
推薦者の選出はクラブの役員選出を優先し、

１月末までに選出し報告する。 
  

２． 08/09 年度：IPE(次期国際会長)及び ICM（国際議

員）投票について 
08/09 IPE  候補者名 

      Kevin M. CUMMINGS  (カナダ) 
       Hirotoshi FUJII  (日本) 
       William［Bill］SCHMIDT(オーストラリア)      
                                                                      
     08/09 ICM  候補者名 
      Wichian BOONMAPAJORN (タイ) 
     CHON Byung-koo  （大韓民国） 
       KOO Jung-mo（大韓民国） 
       Gimmy C.LIU（台湾） 
       OH Chang-rock（大韓民国） 
       PARK Young-gil（大韓民国） 

       Felician PERERA （スリランカ） 
      Hideyasu TANIMOTO （日本） 
ワイズメンズクラブ国際協会の会員は、私たち個人ではな

く、「クラブ」です。クラブの意をまとめて、会長が署名

し、投票したいと考えます。 
 上記案件は、日本より立候補されているのを優先し会長

に一任する。 
 
３．次期クラブ役員立候補状況報告 
  １２月 13 日現在、立候補の届け出はありません。  
 
４．１２月クリスマス例会関連報告 

収支報告と総括  参加者数   107 名 
      収支報告 収支差は黒字 

その他 オークションの売上 ８３,７５０円  
（クリスマス献金に４５０００円・１月例会で渡す） 

 
ロビー展の報告   

出展総数    ７３点 
献金額  ３６,５００円 

                 
５．福祉作業センター「ティンカーベル」 

（代表・宮本桂子さん）開所式の支援について 
   当作業所は、身体障害者の方々による 

① リサイクルショップオークション 
② 着物のリメイク品の作成・販売 
③ ホームページのＳＥＯの対策に関連する

軽作業 
などをされています。今般新しく開所され、その開所式の

お手伝いを河内クラブで支援させていただきたい。 
日時： ２００８年２月２３日（土）10 時～12 時 

若江岩田駅前 希来里(きらり) ６階 
お願いする役割： ①司会進行          

      ②受  付 
   １月例会で詳細の説明があり、お手伝いの要請と役割

が判明します。ご協力をお願いします。 
 
６．１２月「なごみ」参加者の確認（１２月２２（土） 

伊藤玲子、藤井敬子、望月治子、丸尾初子、横田憲子、

大谷美佐子、初田眞佐子 （１２月１3 日現在） 
 

７．新年合同例会出席予定者の確認 （１２月１０日現在） 
  伊藤圭介、正野忠之、新本英二、田中惟介、中野義彦、

初田 稔、丸尾欽造、望月 強、山内信三、横田憲子、

大谷美佐子、芳澤伸之    １２名 
  新本メ、田中メ、初田メ、丸尾メ、望月メ、 ５名 
 
８．その他         
各委員会報告： 

ＥＭＣ主査正野君より、大阪長野クラブの例会に参加

してくださいとの要望あり。 
 阪和部主査会 ０８年２月９日（土） 

１時～３時（南ＹＭＣＡ） 
 評議会      ３時～５時（南ＹＭＣＡ） 
サンホーム 
１２月２１日（金） 午後 1:00～2:30 

もちつき   
１２月２４日（月・祝）午後 2:00 より 

源氏ヶ丘子供会のハンドベル 
東 YMCA 街頭募金 

  １２月１４日(金)  PM6:00-8:00 八戸ノ里駅前 
  １２月２２日(土) AM10:00-12:00 近鉄八尾駅前 
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『スキーリーダートレーニングに参加して』    

東ＹＭＣＡ 細田敦子 

だんだんと寒さが増して冬らしくなってきました。冬といえばキャンプで

す。私達はキャンプにむけて様々な準備を行ないますが、リーダーのトレー

ニングもキャンプの準備の大切な一つです。 

 今年は１２月１４日～１７日まで車中泊を含めて３泊４日でトレーニング

を行ないました。今年は例年とは違い大阪ＹＭＣＡ全体でのトレーニングと

いうこともあり、バス４台の総勢２００名近くが一同に集まりキャンプに向

けてがんばるぞ！！と意志を高めあいました。 

東ＹＭＣＡからは初めて参加するリーダーから４回目とベテランのリーダ

ーまで７名のリーダーとスタッフ２名が参加しました。指導は初心者の指導

を中心とし、夜の座学では安全についての確認も行なわれました。リーダー

達はとっても熱心に参加し、年上のリーダーが１年目・２年目のリーダーに

指導したりとお互い協力し、学びを深めていく姿がみられました。 

 この学びが冬のキャンプで子供たちの育みの賜物となります。それぞれ

のキャンプが安全に行なわれ、良き活動となることを願っています。 

 

                          

 
新年明けましておめでとうございます。 

今年もサンホームの入所者・利用者や地域の方々が喜んでいただけるよう、

さまざまなプログラムを実施いたしますのでよろしくご協力のほどお願いい

たします。 

 

年始スケジュール 

１月 ４日（金）  デイ・ヘルパー・地域包括支援センター・ケアプランセンター事業開始 

＊ 特養・ショートのお休みはありません。 

 １月１３日（日）  特養新年会 （美空ひばり実妹歌謡ショー） 

２階 デイルーム  １４：００～ 

           ＊歌がお好きな方、是非お越しください。 

 １月２６日（土）  居酒屋「和み」 

クリスマス献金感謝とお願い 
「サンホームロビー展への出展料（36,500 円）」「クリスマスでのオークションの売上金の半額」をクリスマス献金と

してささげていただきました。また、「街頭募金」にも参加いただき感謝いたします。 

メンバーの方でお忘れの方は 1 月例会にお持ちいただければ幸いです。 

 

 

河内クラブの皆さんへ 
伊藤 圭介 

いつもホームページをご支援頂きありがとうございました。 

お陰さまでこの７年間で多くの外国のメルトモとインターネットを通して交流を深めました。昨年はロシアの友人を招

くことも出来ました。その節はご支援ありがとうございました。 

１０年前位に望月さんからパソコンを無理に進められて始めました。２年ほどはメールと他のホームページを見て楽し

んでいましたが、ホームページを作るきっかけは望月さんが、ホームページ作りが簡単になったからいっぺんソフトを買

ってやってみたら、と言われ”ホームページビルダー”を試してみると案外うまくいきましたので、写真雑誌”LIFE”

を真似て写真と英文キャプションだけでホームページを作り世界へ発信しました。 

写真にストーリを盛りこむのに苦労を重ねながら、ようやく３年後くらいから世界から反応があり現在は少し大げさで

すが、アジア、南米、アフリカ大陸、北ヨーロッパ、USA, ロシア、と交信しています。 

これからも肖像権、公序良俗などに配慮しながら、地味に続けて行きたいと考えております。何事もクラブがありその

メンバーでありますから、ワイズマークを使い世界へ発信できます。10 年前に理事を務めさせて頂く際に、ワイズはク

ラブが主役であると強く自身に言い聞かせていましたが、ワイズはクラブが主役だと云うのがホームページ発信をしてお

りますと切実に感じます。いつも必ず、ホームページの右上に OSAKA KAWACHI の Flag を掲げていますのはその意

識からです。 

今年も宜しくお願いします。 

サンホームお餅つき 

 
１２月２１日(金)にサンホームの１

階でお餅つきがありました。今年のも

ち米は、紀泉わいわい村で収穫された

お米だとのことです。 

入居者のお年寄りたちは、子供に返

ったように喜んで餅つきに参加してい

ました。今年はついたお餅はその場で

食べることは出来ませんでしたが、代

わりにおやつが振舞われました。 
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連載 ＮＯ ３８ 「私の独り言」 
  「運転免許をとって・・・・」      

 佐古利子さん 

 

車の免許を取って車に乗りはじめて、長く乗った

とは思えないのですが、もう２２年間もお世話にな

りました。 

来年の７月に運転免許の更新があります。周りか

らは、運転はそろそろ止めた方がいいのではといわ

れ始める今日この頃です。 

私が運転する車でも嫌がらず(?)に乗ってくれた

勇気ある家族や友人に感謝です。 

でも、まだもう少し、もう少しと思いながら、今

日も教会へと奈良から小阪まで車を走らせます。 

同乗者は・・・・・夫です。 
 

 

 

 

 

 

 

：わたしの健康法：     佐古至弘 

 

私は糖尿病と３５年間も付き合っています。血糖

値も高い時は 380 位もあり、ヘモグロビン ALC が

8.5～9.5 位あり、正常の人の２倍位あります。 

しかし、血圧は低く、上が 120 で下が 60 です。

現在は飲み薬と食事療法、運動は１日に１６０００

歩を目標に歩くことに努めています。 

私の職業は調理関係の仕事ですから、食事時間が

大変です。時間通りに食事が出来ないことが多く不

規則になります。家、職場では油物・砂糖・アルコ

ールには気をつけて摂取を控えております。 

私たちは子供の頃から青年期まで食糧難の時代で

したから、ある時は大食し次の日は殆ど食べられな

いという日が続きました。また、職業によるストレ

スが多くて、これらが糖尿病の原因になったと思い

ます。しかし、今も現役で務めさせて頂けることに

感謝して、YMCA・ワイズメン・教会の奉仕活動に

健康に心掛けて、皆さんと共に協力して生きて行き

たいと思っています。 
 

２００７年ジャガイモ・カボチャ販売数 
（クラブメンバーのみ  単位 箱） 

氏   名 ジャガイモ カボチャ 

伊藤 圭介 45 1 

新本 英二 50 4 

岩坂 正雄 10 1 

初田  稔 64 9 

横田 憲子 34 26 

山内 信三 70 0 

望月  強 120 10 

丸尾 欽造 25 1 

大谷美佐子 12 0 

芳澤 伸之 3 1 

中野 義彦 10 1 

佐古 至弘 8 0 

宮本 桂子 1 0 

田中 惟介 85 4 

藤井 敬子 23 0 

正野 忠之 3 0 

大薮 芳教 5 0 

青野 剛暁 1 0 

尾北  昇 12 1 

濱添 吉生 2 0 

和田林杉江 3 0 

合   計 586 59 

 

200７年度のじゃがいも・かぼちゃの個人別取り

扱い数を報告いたします。 

ご協力有難うございました。 

平成 19 年 12 月 17 日 

じゃが芋ファンド事業委員長 

       田中惟介 
 

 

 

 

 

日本ライトハウスへ献金を持参しました。 
初田 稔 

 

去る１２月５日に、私の甥が小銭を貯めていましたの

を盲導犬にと寄付をしてくれましたので、田中君の案内で

お届けしてきました。 

小銭での貯金ですから大

した額ではなかろうと思い

ましたが、孫たちに手伝わ

せて勘定したら、５７００

０円少しありました。 

上村所長は大変喜んでく

ださり、感謝状と可愛い子

犬の募金箱をくださいまし

た。これに入れて次回も持参してくだ

さいとの希望でしょうか。孫たちに貯

めさせたいと思います。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  石田キヨカ １９ＸＸ年１月 １日生 

望月  強 １９３９年１月 ２日生           

田中 惟介 １９４４年１月 ３日生     

望月 治子 １９ＸＸ年１月 ５日生        大谷美佐子＆璋 幸夫妻 １月１７日 

濱添 千妙 １９ＸＸ年１月 ６日生 

大藪 暢子 １９ＸＸ年１月 ８日生 

宮本 桂子 １９５６年１月１４日生 

青野亜希子 １９ＸＸ年１月２４日生 

山内 信三 １９４３年１月３１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  IBC・DBC  

例会で IBC・DBC を考える時間を持とう。 

                          吉岡 毅交交流事業主任（京都ウイングクラブ） 

 

                     

          １１月月－－２２月月のの予予定定  

11 月月   
１月 12 日（土）～13 日（日） 次期役員研修会 

クライトンホテル大阪 

１月 13 日（日） 阪和部新年合同例会 

大阪南 YMCA 

１月 14 日(祝) 中西部新年合同例会 南 Y 

１月 17 日（木） 第１例会 サンホーム６階 

１月 22 日(火) 東 Y 運営委員会 

１月 24 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

1 月 26 日(土) なごみ 

２２月月   
２月 1 日（金）第 2 例会東 YMCA 

2 月 9 日（土） 阪和部主査会・評議会 

大阪南 YMCA 

2 月 21 日（木） 第１例会 サンホーム６階 

次期役員選挙 

2 月 23 日(土) なごみ 

2 月 28 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

 

  

 
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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/ 

Wind�From�Kawachi 
皆様、明けましておめでとうございます。「一年の計は元旦にあり」今年も色々と目標を定められましたか。どれ

ほど歳をとっても希望と興味と闘争心があれば体は元気になります。他人様との闘争心は控えても希望と興味は大き

く持って生きていきます。今年もよろしくお願い致します。                        (M.H) 

 

阪和部新年合同例会 
 

共に楽しく歩もう ワイズライフ! 

 

と き ２００８年１月１３日(日) 

ところ 大阪南 YMCA ４階 大ホール 

大阪市天王寺区南河堀町 9-52 

かいひ ３０００円 

 

懇親会 

 

アトラクション 

 琴演奏  

菊伊祇京子氏他 

 マジックショー 

  ジャック マジシャンズクラブ 


