
 

 

 

２００８年３月報    Vol ３８９ 
 

 
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】 コリント人への第１の手紙 10 章 13 節   (選・解説 岩坂正雄) 

神は真実である。あなたがたを耐えられないような試練に会わせることはないばかりか、試練と同時に、それに耐えられるように、

逃れる道も備えて下さるのである。 
(困難を恐れず、また結果にとらわれず、挑戦する勇気を持ちましょう。) 

 

夢 (理想)ヲ持チ続ケヨウ。 

イツカソレハ実現デキルノダカラ・・・。 

 

                    田中惟介                        

 

黄金色に輝く荘重な山、マチャプチャレ（６９９

７m）の写真を見たのは 約 45 年前のことである。

いつか見てみたいものだと、深く印象付けられた。

３５年が過ぎ、１９９９年にその山をモチーフにし

た小説に出会い それ以降 毎年その思いが深く

なっていった。 

 2００６年１０月泉北クラブからカトマンドゥ

へ行く企画が持ち上がり望月兄等と共に行きたか

ったのだが阪和部長としての職責から 時間的余

裕もなく参加できなかった・・・・・・・・・そして 

 ０７年末、気候温暖化による氷河湖の拡大、決壊等の報道にせか

される様な思いで遂に行ってみようと決意した次第である。    

思い続けていたことが実現する。 

   

今夜２５時 2５分、関空発のタイ航空で出国します。  

２月１８日(月) 

 

    

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        ４名 2 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 ３名 現金 0 円 2 月分 2 月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ２３名 累計 30,500 円 0 円 18,980 円

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 ８名 切手 0pt 累    計 累    計 
2 月 の 出 席 率 ９０.5％ 2 月の全出席者 ３１名 累計 30,500pt 0 円 139,550 円

 

３月例会プログラム 
 3 月 19 日（水）サンホーム 6Ｆ 

 

         司会大谷美佐子君 

開会点鐘       丸尾会長 

ワイズソング    一   同 

聖句朗読      濱添吉生君 

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 

卒 Yリーダーへ記念品の贈呈 

食前感謝      濱添吉生君 

食事        一   同 

ゲストスピーチ   江見淑子氏 

みんなちがって 

みんないい 
 

誕生・結婚祝     丸尾会長 

にこにこアワー 山内&望月治子君 

ＹＭＣＡの歌    一   同 

閉会挨拶・点鐘   山内副会長 
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 ２月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００８年 2 月 21 日（木）18:30～20:30                            記録 岩坂正雄

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・芳澤・新本・初田・藤井・伊藤・丸尾・大谷・

尾北・宮本・横田・望月・岩坂・濱添・山内・正野 

メネット 丸尾・伊藤・望月・ 
ゲスト＆ビジター 

今井利子・(なかのしま)・寺岡博也・松岡虔一(大阪サウス) 

石倉明美 

以上 23 名 

 

会長挨拶 丸尾会長より、世界の現状を見る

に、困難な環境で苦しんでいる人々のために、

今月を Time of Fast として、いくばくか

でも捧げることが出来るのは、私たちワイズ

の喜びであるとのメッセージが述べられた。また、本日新

会員として、石倉明美さんをお迎えできること、そして次

期役員の顔ぶれが決定されることを紹介された。 

新入会員入会式 
入会者、石倉明美さん(紹介者 宮本桂子さん)正野

EMC 主査立会いのもと、丸尾会長による式文朗読によっ

て入会宣誓が行われ、石倉明美さんの入会式が厳粛に執り

行われ、会員バッヂほかワイズグッズ一式が贈呈された。

あわせて西日本区神谷理事からの歓迎メッセージ、正野事

業主査からのお祝いの言葉、推薦者への感謝の記念品など

が贈られた。 

 

インフォメーション 
松岡・寺岡 サウスワイズ主催の南 Y ライブラリーコン

サートの PR 

岩坂 IBC より済州クラブの役員氏名が判明したこと、昨

秋のオルガさん来訪をきっかけに、ロシアのワイズとの関

係が深まって、訪ロ計画の案が浮上していることが紹介さ

れた。これについては丸尾会長からいきさつの説明があり、

伊藤メンより 6 月下旬にサンクトペテルブルグとモスク

ワを訪問するプランを立てる予定であり、これをクラブの

行事として多数の参加を期待するとの報告があった。 

伊藤 サンホーム後援会の会長として今年度及び次年度

の会費納入と支援をおねがいしたい。 

芳澤 サンホーム車椅子の清掃奉仕をよろしく。 

丸尾 宮本桂子さんの障害者事業施設ティンカーベルが

NPO 法人の認可を受けられたので、その開所式への協力

をよろしく。 

佐古 阿南海洋センターへのカヤック寄贈キャンペーン

の協力をよろしく。 

横田 岩間みどり西日本区事業主任からの TOF・CS・FF

強調月間に関する資料(別紙)の照会と内容の説明。 

藤井 会計の半期決算で現況残高の報告があり。 

今井 なかのしまクラブのミャンマーYMCA 支援コンサ

ートがチケット販売 344 枚、入場者 246 名でご協力に

感謝。 

 

次期役員選挙 
望月選挙管理委員長によって投票が実施され、下記の通り

候補者全員が信任され、次期役員が決定し、会長以下それ

ぞれ役員が抱負を述べられた。 

会長 山内信三 副会長 芳澤伸之 書記 田中惟介・初

田稔 会計 尾北 昇・大谷美佐子  

 

お楽しみ時間 平和ペンギン折紙のプロジェクト 
松岡虔一さんのお話 「原爆被災地の広島・長崎では平和

の祈りを表わすために千羽鶴が献納されています。5 年前

から長崎では千羽鶴に代えて折紙ペンギンを献納する運

動が進められています。長崎には、全国唯一のペンギン水

族館があり、あらゆる種類のペンギンが集められています。

異なる種類であっても、ペンギンは争うことが無く共存共

生出来る平和のシンボルです。これに因んで、長崎の原爆

記念日には千羽鶴ではなく、折紙ペンギンが献納されるよ

うになりました。」このお話の趣旨に賛同するため、松岡

さんの指導で配られた用紙を使って、皆で折紙ペンギンを

作り、今年の原爆記念日に間に合うように長崎へ送ること

にしました。 

退任・転勤スタッフへの激励 
東 Y ウエルネスの菅スタッフ(4 月より台北 Y へ)、細田

スタツフ(退職)の二人へ激励の記念品を贈呈。 

 

 

 
新会員 石倉明美さん 入会おめでとうございます。 

 

 
次期役員の皆さん 次期一年間よろしくお願いします。 

 
退職・転勤するスタッフへ激励の言葉をかける丸尾会長 

 
お礼を述べる菅さん(右)と細田さん(左) 
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にこにこ語録(3 月例会) 
テープ起稿 初田 稔 

 

望月メ 大谷さん、次期メネット会長を引き

受けてくださって有難うございます。 

伊藤メ 鶴に心を奪われて、鶴と

違いまんなペンギンでんな(笑い)

もう何を言うてまんねんやろ。(爆

笑)２番目の孫が大学に合格しました。

これが一番のプレゼントです。(拍手) 

伊藤 ロシアの件ですが、出来るだけ多くの方とご一緒で

きたら嬉しいです。 

望月 石倉さん入会おめでとう

ございます。これでポンプ協会に

関係のある者が３人揃いました。 

石倉 今日は入会したばかりな

のにお誕生祝までしていただき

有難うございます。これからも色々とご奉仕

をさせて頂きたいと思います。(拍手) 

宮本 私の幼稚園からの友人で

ある明美ちゃんが皆様に暖かく

迎えて頂きまして有難うございます。

明後日に控えております開所式への

ご支援をお願い致します。 

丸尾 今日は石倉さんが入会してください

ました。我がクラブにはアイウエオ順に入会

者があるのかな。最初に青野さん、次が石倉

さん、次は上村さんと言う順になってくれた

らいいかなと(爆笑) 

山内 ご入会おめでとうござ

います。今日は TOF なのでお

腹をへらして家路につきます。もう一

つパワーが出ません。 

正野 入会おめでとうございます。私も縁が

あり EMC の役目させて頂いておりますが、

今期入会した１０名の方々のお顔は忘れら

れません。 

松岡 色んなペンギンが出来

ていますが、どうしても折って

いる人に似てきます(笑い)腹の膨れ

たのやスタイルの良いペンギンとか

折った人柄が良く表れます。 

寺岡 石倉さん入会おめでとうございます。サウスでは現

在１人も入会がありません。よそでおめでとうばか

りを言っていてはいけませんので、サウスも

これから頑張ります。 

今井 石倉さんおめでとうござ

います。また、女性メンバーが増

えて頑張ってください。クラブの

役員さんが決まっておめでとうござ

います。 

新本 いま NHK の大河ドラマ「篤姫」が放映

されていますが、これは今から１５５年

前の物語でありまして、日米や日ロの条

約提携の知識を知る事が出来ます。(長く

なりますので、詳細は別に掲載します)。 

岩坂 何よりも石倉さんの入会を歓迎いた

します。次期の役員が決まりました

が、特に初田さんが役員として３０

年を越す史上最長記録を今後も更新

して下さいますようにお願いします。

(拍手) 

尾北 正野さんの司会で冒頭に閉会点鐘と

言いましたが、私も YMCA に入って

１年目に、英語学校の入学式の時に

司会をしまして、讃美歌を歌うとこ

ろで「ご起立下さい」と言う所を「お

座り下さい」と言ってしまい、自分

が言った事が判らなくて、皆さんどうして起立して

くれないのかと思っていたら、横から「違う、違う」

と言われた事を思い出しました 

濱添 今日はペンギンの折紙でしたが、松

岡先生にはスタッフの例会の時にお

話を頂きました。教会で高校生に話

をする機会がありまして、ペンギン

の話をしましたら、良い話だと賛同

してくれまして、今年の記念日には

贈ろうと折り始めています。 

横田 石倉さん入会おめでとうございます。個人情報によ

りますと、石倉さんは３人のお子様はもう社会人で

すね。母は強でこれからはご一緒に YMCA やワイ

ズメンズクラブのボランテイア活動をするのを楽

しみにしております。来期の役員の皆様よろしくお

願い致します。 

佐古 石倉さん、入会おめでとうございます。河内クラブ

も３０数年が経つと「おじいさん」「おばあさん」

ばかりになり、その方々と付き合っていくのは大変

だと思いますが、よろしくお願い致します。 

藤井 今日は結婚記念の品物を頂きました。ここに一度は

「とおる」さんとご一緒にと書いてあるんですが、

その「とおる」さんは出不精で近所に住みながら、

無愛想ですから、なかなか此処には連れて来れない

と思います。そのうちに何とかこの６階まで連れて

来たいと思います。(拍手) 

芳澤 先日「とおる」さんとお会いしまして、(爆笑)非常

に良い方でしたので私が連れて来たいと思います。

石倉さん入会おめでとうございます。松岡先生２４

の瞳ではございませんが、ペンギンが２４羽出来上

がりました。 

初田 石倉さん入会おめでとうございます。大歓迎いたし

ます。私と同じようにもう直ぐ役員が回って来ます

ので、早い目に心の準備をしていてください。 

大谷 石倉さんご入会おめでとうございます。女性メンバ

ーが増えてとても嬉しいです。これ

からもよろしくお願い致します。 

丸尾メ 石倉さん入会おめでとうござい

ます。これからもよろしくお願い致

します。松岡先生、今日は折紙を教

えて頂いたんですが、学童保育で子供に教えている

時は、怪獣の難しいのでも偉そうに教えるのですが、

今日はその教えられている子供の気持ちが

良くわかりました。(爆笑)今折ったペンギン

は折った本人に似て、お腹が飛び出して２羽

しか立ちません(爆笑) 優しい主人に教えて

貰いながら頑張ってみます。優しいですよっ

てに・・・・・? 

 

 

 

本日のにこにこは１８９８０円でした。ご協力に感謝いた

します。 
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阪和部・第３回評議会報告書 
会長 丸尾欽造 

日時 ２００８年２月９日１５時～１７時 
会場 大阪南ＹＭＣＡ 
             
< 遠藤通寛部長のメツセージ > 

会員増強・純増の方向をうれしく思う。新年合同例会も皆

さん方の意気ごみを得て盛会のうちに開催できたことを

併せて感謝したい。 

 

< 議 案 > 

第１号議案  

「次々期部長 奈良クラブ濱田勉ワイズの選出及び承認」

は、可決承認された。尚、奈良の次は紀ノ川となることを

伝達、紀ノ川は持ち帰る。 

第２号議案  

「阪和部地域奉仕・環境事業支援金３５．０００円支出承

認について」は、可決承認された。尚、西日本区事業費申

請額が下回った場合は、不足分を上乗せする。 

< クラブにおける討議課題の提案 > 

次の二つの重要課題について各クラブにて討議するよう

部長から要請された。 

1.「西日本区費２０００円の値上げ」について 

2.「2010 横浜国際大会に想定される赤字補填分担金７

５０万円の財源」について 

 

< 各主査報告 >（ダイジェスト） 

Ｙサ・ユース・(鉄谷明主査欠席)：大阪ＹＭＣＡ阿南国際

海洋センター４０周年記念募金は、決して各クラブへの割

り当てではないが、可能な限り協力を願いたい。また、個

人的な献金も歓迎したい。ユースのための「ユースワンコ

イン献金」運動も協力を願い、ユースコンボケーションへ

の派遣に支援をお願いしたい。 

地域・環境・東雅子：エイズキャンペーンとして、

「HIV/AIDS と どのように向き合うか」のプログラム

を開催する。2 月２４日(日)１４時～16 時。 

場所は和歌山ＹＭＣＡ。地域の若者を対象としている。各

クラブからも出席ねがいたい。 

ＥＭＣ・正野忠之：退会者の届け出手続きが遅延する傾向

が見られる。部では、10 名の入会、2 名の退会で 8 名の

純増である。和歌山クラブでは 100%出席例会が継続し

ている。京都グローバルクラブでは、「人が人を呼ぶ例会」

になっている。 

ファンド・吉村佐知子：３月は「EF ・JWF」の強調月

間。理解して協力をお願いしたい。訪問できていないクラ

ブへは、訪問を予定している。3 月 15 日は使用済み切手、

3 月 25 日は現金ポイント、それぞれ送付締切日です。 

交流・高橋辰夫： 「クラブ交流事業調査」のアンケート

のまとめをしたい。クラブ人数の関係で交流に苦慮してい

るクラブもある。奈良クラブが名古屋東海クラブと DBC 

締結予定。エンターテイメントのアンケートの結果、「タ

レント」は数名。ほとんどクラブはゼロ。  

広報・桝村博子：ウエルネス・ウォークの予定がある。  

メネット・遠藤典子：１１月、阪和部合同メネット会を開

いた。ロシアからのアザリアン・オルガさんをはじめ、松

田洋子直前事業主任、田上かつみ次期事業主任の参加も。

植下五郎さんのお話とミニ鉢植えの体験を。メネット・フ

ァンドの取り組みもしたい。 

ウエルネス・藤井宏紀：ウエルネスウォークは「熊野古道」

を予定。定員４５名。現在１８名。 

部サービス・渡辺秀規： 部会ではワイズグッズを、新年

合同例会では田辺クラブからのグッズを販売した。区大会

では最後の販売を展開したい。現在収益は、11.000 円。 

 

< 各クラブ会長報告 >（ダイジェスト） 

和歌山：新年合同例会で 2 名の入会者をご紹介できた。

EMC2000 模擬入会式のビデオ撮りをした。2 月には本

当の入会式。３月に「新しい裁判制度」を学ぶ模擬裁判を

企画、「オープン例会」とする。  

奈良：１月例会のゲストの方が入会の兆し。名古屋東海ク

ラブと３月例会で DBC 締結予定。 

サウス：例会の持ち方を勉強している。新メンバーの入会

が見込まれる。メンバーの年齢幅が大きく、80 歳代が 4

名。「傘寿の会」を計画。「大邱アルファークラブ」の５０

周年に７～8 名が渡航予定。次期会長は、奥田一彦さん。 

堺：歴史と伝統あるクラブ。増員と若手育成をめざす。テ

ーマをもった特色あるクラブづくりを。5 月に公開講座例

会を予定。ミニコンサートもパンフレットができ次第案内

される。 

河内：会員２名の増員。ＹＭＣＡサービスは、幼稚園から 

老人ホームまで活発に展開。ロシアとの交流は新しい交流

パターンの始まりか。ホームページ国際版が海外で好評。

ワイズメンの作品を集めた「ロビー展」への出点数は 73

点で、出展料はクリスマス献金へ。4 月、恒例の「車いす

登山」への協力要請と感謝。メネットは、サンホームで「居

酒屋」の奉仕活発。 

長野：出席率は 60%を切っているのが残念。堺Ｙのリー

ダーが例会を支えてくれた。阿南海洋センターへの献金は、

ＹＭＣＡを支えるクラブとして当然の事業。カヤック一艇

分の 10 万円を決定。新年合同例会は、白井春夫さんが医

院委員長としてすばらしい働きをされた。 

泉北：遠藤道寛部長を支えていくことが大切。ワイズの歴

史を学ぶ勉強の中で、「大阪の地」が大きな働きがあった

ことを知った。堺ＹＭＣＡは今までにないクリスマスを迎

えた。猪瀬さんの退会。４名が古希を迎えお祝いを。「平

和のペンギン」を作った。阿南には１０万円を献金。 

紀の川：会員は増えもせず減りもせず。奈良で(区大会)、

熱海グローリークラブと名古屋クラブとの「DBC お茶の

会」を予定している。 

サザンスカイ：尾崎センターの閉鎖で紀泉わいわい村へと

変遷して現在。クラフトづくりなど手掛けている。IBC・

DBC の交流も計画にあり。 
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第３３期 第 9 回役員会  

２００８年 2 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  EF・JWF 

 

出席者  
丸尾・山内・初田・大谷・横田・正野・濱添・望月・ 

 
３月例会 ３月１９（水） サンホーム 

担当：C グループ    

    横田・大谷・田中・望月・山内・濱添・青野 

ゲストスピーカー 江見淑子氏(大阪なかのしま)  

タイトル みんなちがって、みんないい 

 

例会役割分担 
 司  会 大谷美佐子 君 聖句朗読 濱添吉生 君 

 食事手配 横田 憲子 君 食膳感謝 濱添吉生 君 

 ニコニコ  望月治子さん &  山内信三 君    

 受  付  望月 強 君 

 

4 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく        田中惟介 君 

役員会報告          大谷美佐子 君  

例会報告            田中惟介 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)   中野涌子 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． 

奈良伝賞推薦該当者についての検討 
 奈良傳賞資格審査委員会規則によるワイズ歴 30 年・70 歳以

上 で ワ イ ズ お よ び Ｙ Ｍ Ｃ Ａ で の 働 き が 顕 著 な 者       

申請締め切り日  3 月 31 日 

 会長と幹事会において検討する。メールにて意見交換 

２． 

西日本区方針に対するクラブ意識の確認 
 遠藤道寛阪和部部長より次の二件についてクラブとしての考

え方をまとめてほしい旨、要請があった。 

①「区費の値上げ」について 

 ●納得出来る資料を見た上で判断する。(正確に公開して) 

  ●組織のスリム化が必要ではないか。 

②「2010 年、横浜国際大会の赤字に対する財源の確保」に

ついて 

 ●国際大会の開催は人材育成等のためには良いことである

が、会員の負担にならないようにしてほしい。 

 ●JWF の寄金の取り崩しも必要ではないか。 

 ●もう少し部長からの内容説明が必要だ。 

３． 
阪和部・次期ファンド事業主査の選出について 
  丸尾欽造君を候補者として次期会長より推薦、承認の件 

   役員会において承認 

４． 

「らくらく登山」委員会の開催と準備について 
第１回準備役員会 ３月６日 PM 1:00～2:00 

５． 

バングラディッシュ南部サイクロン災害支援募金  
(ＹＭＣＡ同盟経由)  3/20 までに西日本区事務所へ送金 

  クラブより１０．０００円の支援金拠出の承認  

   CS の予算より支出 承認 

６． 

一泊研修会基本案について 
  日程５/１７～１８日 場所 六甲山 YMCA  

会費 未定  テーマ 未定    その他 

７． 

メネット会 
「お食事会」と「ペンギン折り」と「懇談」と  

３月１４日(金)12:00～14:30  

「フレンチレストラン シェ・ナガサワ」 (近鉄・高安駅前) 

お部屋定員１４名    

会費 ３０００円 (別途メネット会より補助) 

会食後、八尾市施設「旧邸宅」にてペンギン折りの予定 

 (利用申請中) 

８． 

福祉作業センター「ティンカーベル」開所式の支援報告 
参加者: 

青野剛暁、石倉明美、伊藤玲子、伊藤圭介、大谷美佐子、尾北 

昇、佐古至弘、正野忠之、中野義彦、初田 稔、初田真佐子、

藤井敬子、丸尾欽造、丸尾初子、宮本桂子、望月治子、望月 

強、横田憲子、芳澤伸之、以上１９名 

９ 
阪和部評議会報告 ０８年２月９日（土） 

３時～５時（南ＹＭＣＡ） 

①次々期部長として浜田勉氏(奈良クラブ)が選出された 

②地域奉仕・環境事業プログラム「エイズとどのように向き合

うか」に対する予算として、西日本区からの事業支援金の不

足分を計上することが承認された 

③「区費値上げ」と「2010 国際大会への支援」についてク

ラブで協議  

１０． 
３月１５日(土)～１６日(日) 次期会長・主査研修会 
    チサンホテル新大阪 参加者確認 

・      
・３月 1 日 サンホーム 車椅子清掃  

・４月１２日～１３日 西日本区役員会 

・４月２０日 阪和部 障害者テニス 堺市原池公園 

・４月２７日 らくらく登山 

11. 
卒業リーダーの記念品 
予算２０００円/１人  人数確認 濱添吉生君 

品物購入 横田憲子君 

12. 
クラブ次期役員選出の件 
西日本区役員の選出が早くなって来ている為に、河内クラブとし

ても次期役員の選出を１１月頃に実行しなければ対応できない。

早急に対処すべきである。 

 

 

主査会報告 
ＥＭＣ事業主査 正野忠之 

 

２月９日(土)１３時より第３回主査会が開かれました。

評議会に先立って行なわれる主査会は和やかな雰囲気で

行なわれます。主査どうしのコミュニケーションという感

じでしょうか。私はＥＭＣ事業主査として、阪和部の入退

会状況、西日本区全体のメンバー数の増減、自身の活動状

況などに加え、４月にＥＭＣ委員長会を開催することを発

表しました。これは阪和部で今までなかった活動だと思い

ます。阪和部２００名（１２月末現在で１６３名）に向け

て、次期主査へのバトンタッチができればと思っての企画

です。 

１４時半、主査会は一通りの発表を終えて閉会しました。 
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 「ＹＭＣＡオール大阪チャレンジカップ２００７」 
東 YMCA 菅 秀晃 

 

第三回ＹＭＣＡオール大阪チャレンジカップが２月の２週に分

かれて行われました。今大会は、大阪全地域サッカークラスの子ども達の年間の集大成として目指してきたサッカー大会

です。今年度は、２月１６・１７日に淡路島にて５年生から６年生、２月２３日・２４日に南紀田辺にて１年生から４年

生の子ども達が日頃のサッカークラスでの成果を発揮しました。延べ、約４５０人の子ども達の参加となり、大会をおお

いに盛り上げてくれました。 

天候は２週間とも悪天候でしたが、子ども達は風にも負けず、雪にも負けず、すばらしいプレーを見せてくれました。

試合前、子ども達にリーダーが言います。「どんな風にしたらゴールできるかな？」「相手に取られない様にするにはどう

したらいいかな？」。子ども達はプレーで応えます。子ども達が自ら考え判断する。今大会で多く見られた光景でした。 

サッカーは同じ状況が起こりえないスポーツです。ですから、いつも違う状況での判断が要求されます。自分で状況を

感じプレーする事。そんな子ども達のプレーに大人の指示は不必要です。大人の指示が子ども達の考えるチャンスを奪っ

てしまうからです。 

大会の帰り道に子ども達が言います。「僕ね、今日の試合で相手が前にたくさんいるから広い方にわざとドリブルした

んだ！」「今日の相手はパスが上手いから、パスが出そうな所を先読みしたんだ」。第三回ＹＭＣＡオール大阪チャレンジ

カップは子ども達の考える力をしっかりと引き出せた大会でした。これからも、ＹＭＣＡサッカーの本質をしっかりと捉

え、子ども達とグラウンドでボールを蹴りたいと思います。皆さまのご声援よろしくお願いします！ 

 

                          

 
サンホームでは厳冬の影響下、入居者の身体状況は安定せず、入院者が増加しています。看護職員、介護

職員など協力して入居者の状態把握に努め、

早期治療、早期通院にて対応しています。 

 

東 YMCA クリスマス献金プログラム 

 ２月２４日（日）「ふれあいサロン」  

１０：３０～１４：００ 

 地域の一人暮らしの高齢者の方々にお集

まりいただき、食事やレクレーションで楽し

い一時を過ごしていただきました。今年は五

百石自治会もみじ会の皆様３１名が参加さ

れました。ワイズの横田さん伊藤さんには、

食事喫茶などご協力いただきました。 

 今回は効果測定（筋力・バランス感覚などの測定）等があり、転倒予防体操の後には、「肩が軽くなった。

気持ち良いわ。」などと喜んでおられました。 

 
 

第 3 回 サンホーム「車椅子清掃」奉仕事業 報告 
                                      地域奉仕・環境事業 横田憲子 

 

 3 回目となりました「車椅子清掃」を８名の河内ワイズクリーンメンテ隊で 3 月 1 日（土）13：00～15：15 まで

させていただきました。前もって芳澤さんが調べてくださった 18 台の車椅子を竹串やヘラやたわし等で汚れを落とし、

手も動かし歳を重ねる話や入居者の方々の話で口も動かしにぎやかな作業でした。1 人 2.5 台の清掃に最後はやったと

いう満足と疲れを感じましたが、仕上げにタイヤに空気と油を差しながらこれも大切な河内クラブの活動とクリーン隊は

実感いたしました。でも体調を悪くして参加できなかった友が多く、早い回復を心よりお祈りしております。 

 最後は伊藤メネットのお心づくしの”御座候“をたくさんいただきクリーン隊は解散いたしました。 

 

   
  

参加者は伊藤夫妻・望月夫妻・尾北・佐古・初田メネット・横田の８名でした。 
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連載 ＮＯ 40 「私の独り言」 
            田中加代子さん 

 
夫がネパールに行く、と言う。中央ネパールに位置する

アンナプルナ連峰の象徴，マチャプチャレ(魚の尾の意味)

が見たい、と４０年前に見た ヒマラヤ写真展からずっと

思い続けていたそうです。 

その頃はよく山へ出掛けていたようですが、結婚してか

ら は 登 山 と い え る よ う な も の は 数 回 し か な い の で

す・・・・・。 

私も一緒にと言ってくれたのですが、未だに体調が定ま

らず、体力も以前のようには無いのでロッジ泊まりの一週

間の山歩きは自信が無く残念ですが，留守番となりました。 

ツアーの申込が夫一人のため成立せず、単身で行くこと

になり、ガイド、ポーター２～３人、キッチンボーイが同

行する ちょっとした大名気分の旅のようです。 

いつも２人で出掛けていたのですが、今回は一人で行く

夫の体力が気がかりです(普段殆ど歩かないし、パソコン

の前か、テレビの前で寝転んでいるので・・・)が お土

産話を期待することにしています。 

この３月で結婚３９年 １０日間も一人で暮らすのは

初めてで、どう過ごそうかと、心細いようなチョット ワ

クワクするような気持ちで 旅の支度を手伝っているこ

の頃です。 

 

 

：篤姫時代を彩る時代背景：      
新本英二 

  
NHK 大河ドラマ「篤姫」は、明治維新を気高く頭脳明

晰な一人の女性がたどった政治裏面史である。封建色の濃

い薩摩島津の外藩今泉家息女おかつは、総本家島津斉彬

（1809̃1859) に見込まれて、斉彬の養女に迎えられ

る。1853 年アメリカ東洋艦隊 4 隻がペリー提督に率い

られて来航する情報が伝えられる。この当時江戸を風靡し

た狂歌に「太平の眠りをさます蒸気船 たった 4 杯で夜

も眠れず」蒸気船は上喜撰上茶名と引っ掛けていた。 

1854 年 3 月最来航のペリーとの間に日米和親条約が

締結された。さらに長崎に来航したプチャーチン率いるロ

シア極東艦隊 4 隻は通商と国境線の画定を申し込んでき

たのであった。開国派と攘夷派、勤皇派と佐幕派この組み

合わせが江戸と京都の町中で大混乱をひきおこした。一方

幕府では勘定奉行川路聖謨（ｶﾜｼﾞﾄｼｱｷﾗ）を露使応接掛に

任じて最初は長崎で交渉に当たり、ペリーとの交渉が終わ

った後は、下田にて交渉が続行された。先進国が通商条約

を結ぶ折は、軍事力を鼓舞する海軍軍艦を揃えて交渉する

のが常であった。プチャーチンの待ちわびる下田への道程

は次のようであった。江戸を出発したのが、１０月 18 日

川崎宿泊、19 日小田原宿泊、20 日三島宿泊、21 日早

朝出発した川路一行に下田のプチャーチンからの急飛脚

御用便を受け取る。待ちくたびれたプチャーチンが 22 日

には浦賀へ回送するとのことだ。さあ急げ、さあ走れと天

城峠へ来たのが夕刻7時、下田到着は午前1時であった。

このとき川路は 54 歳、江戸からほとんど歩き続けたので

あった。江戸時代の官吏役人はよく歩いたといわれるが本

当によく歩いたのであった。翌 22 日交渉再開、すでに日

米和親条約で下田と函館は開港していたが、日露間には国

境線の取り決めが課せられていた。二人はお互いの国益を

背景にして腹の探り会い、駆け引きを行った。ところが 

大変な災難が勃発した。安政の東南海地震であった。11

月 4 日午前 8 時、下田は大津波に翻弄された。このとき

の地震は推定マグニチュード８、４。津波の被害は大阪と

下田が大きかった。大阪の流失家屋１５０００戸、死者３

０００人。下田ではほとんど全滅状態、被害の割に死者は

８５人と少なかった。ロシアの旗艦ディアナ号は鎖が切れ

て座礁したが、回送中に大時化にあって沈没する。日露交

渉は続行されて１２月２１日調印された。 

下田・函館・長崎の三港が開港し、南千島択捉島とウルッ

プ島間に国境線が引かれ、樺太は両国民の居住地として認

定された。１８５８年日米修好通商条約が結ばれ、日英、

日露、日蘭、日仏も修好通商条約が締結された。神奈川（横

浜）、兵庫（神戸）、新潟も開港した。その結果、公使領事、

貿易関係外国人、キリスト教宣教師が大挙入国してきた。

こうした混乱と社会的不安の入り混じった中で、薩摩の篤

姫が江戸城の将軍に嫁ぐ話が島津斉彬によってもたされ

る。三段跳びの運命転換である。明治維新に向けて舞台は

整えられる。 

 
 

NPO 法人 輪 
ハートフルライフ・ティンカーベル開所式 

 
２月２３日(土)。ティンカーベルの開所式が東大阪市の

若江岩田、希来里の６階で開催されました。各方面からの

招待者やお祝いに駆けつけてくださった方々で盛大に行

われました。 

ハンディを持ちながらこのような活動をされる宮本桂

子さんに改めて活力と奉仕の精神を学びました。私たちに

出来る事は積極的に支援して行きたいと思います。 

 
 

  
開所式には河内クラブから１９名もの支援を頂きました

ことに感謝いたします。 



 Ｙ’s Ｍｅｎ’Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ   March ２００８  
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  藤井 敬子 １９５１年３月 ２日生            

佐古 至弘 １９３２年３月１６日生        田中惟介＆加代子夫妻 ３月３０日 

岩坂 正雄 １９３２年３月２９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  EF・JWF  

ワイズを通して得られる大きな賜物に対し、感謝を込めてその一部をワイズにお返ししよう。 

                         前田文夫 ファンド事業主任（姫路グローバルクラブ） 

 

                     

                

３３月月－－４４月月のの予予定定  

  

３３月月   
3 月 1 日（土）京都グローバル１５周年 

      車椅子清掃隊 サンホーム 

3 月 7 日（金）第 2 例会東 YMCA 

3 月 15 日（土）～16 日(日) 

次期会長・主査研修会 チサンホテル新大阪 

3 月 19 日（水） 第１例会 サンホーム６階 

3 月 27 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

3 月 29 日(土) なごみ 

  

４４月月   
4 月 4 日（金）第 2 例会東 YMCA  

4 月 12 日（土）～13 日(日) 

第３回区役員会 クライトンホテル新大阪 

4 月 17 日（木） 第１例会 サンホーム６階 

            部長公式訪問 

4 月 20 日(日) 阪和部テニス大会 堺 

4 月 24 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

4 月 26 日(土) なごみ 

4 月 26 日(土) 第４回主査会 南 YMCA 

4 月 27 日(日) らくらく車椅子登山 

  

  

 
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 
桜の花便りもそろそろ聞こえてくる季節になりました。しかし、まだまだ寒い日が続いています。布団には家内が

いつも入れてくれるペットボトルの湯たんぽが入っています。布団も暖かいですが、私の心も温かいです。元気で旅

に出かける人を羨ましく思います。人を羨んではいけない。私よりも不自由な方も沢山おられます。   (M.H) 

メネット会のお知らせ 
「お食事会」と 

「ペンギン折り」と 

「懇談」と  

と き ３月１４日(金)12:00～14:30  

ところ 「フレンチレストラン シェ・ナガサワ」 

(近鉄・高安駅前) 

お部屋定員１４名    

会 費 ３０００円  

(別途メネット会より補助あり) 

会食後、八尾市施設「旧邸宅」にてペンギン折り

の予定 (利用申請中) 

今月のゲストスピーカー 
 

江見淑子(えみ よしこ)氏(大阪なかのしま) 

 

なかのしまクラブチャーターメンバー。 

現在、日本キリスト教団箕面教会キリスト教教育

主事。聖和大学非常勤講師。 

母教会は土佐堀にある大阪教会。若者と一緒に

コミュニケーションやリーダーシップの勉強を

しています。趣味は合唱、古本修理（夫が古本屋）

木工など。 


