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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 23 章 11 節〜１２節
(選・解説 岩坂正雄)
あなたがたのうちで、一番偉い者は仕える人でなければならない。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるで
あろう。
(--- 奉仕クラブの一員として心掛けるべき教えです。---)

住宅リフォームを経験して
佐古至弘

私は公団、市営、公庫マンション、戸建て住
宅に２回と色々な住宅に住みましたが、最後に
新築した住宅に入居して２０年が過ぎ、私達も
高齢者となり、これからの５年〜１０年先を考
えて家のリフォームを行いました。
その時の経験を活かして、私の所属する教会
の牧師館のリフォームに取り掛かりました。予算内で牧師さんご
家族の住みよい家にするために、良く話し合って、ご夫婦と３歳
と５歳と、この４月に生まれる赤ちゃんの５人家族が生活する家
に改造する事になりました。
洗面所で赤ちゃんが沐浴の出来るように洗面台を取り付けた
り、階段には手摺の取り付け、低い窓には小さな子供たちの転落
防止の為に 1 メートル位の柵の取り付けなど、大人が住むより
も気を使いました。
リフォームが終わりましたが、生まれてくる子供さんを含めて
ご家族が快適な生活がおくれますことを祈っています。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
3 月例会報告
２００８年 3 月 19 日（水 18:30〜20:45
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・横田・望月・濱添・山内・石倉・田中・中野
メネット 初田・伊藤・望月・田中・中野
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--サンホーム ６階 −
記録 田中惟介
スタッフの送別会（芳澤） ３月２２日に開きます。
詳細は追ってお知らせします。

ゲスト＆ビジター
江見淑子・今井利子（なかのしま）
石倉路子（メンバーの母上）
鈴木えみ・菅・細田（東Ｙスタッフ）
岡村（東Ｙリーダー）

以上 2８名
寒の戻りだとか。冷たい雨が降り、上が
った後も強風が吹き荒れると言う悪条件
にもかかわらず定刻には ほぼ出席者が
揃い，大谷美佐子メンの司会で 3 月例会が
開かれた。開会点鐘、ワイズソング斉唱、
聖句朗読、ゲスト・ヴィジター紹介とプログラムに沿って
進められ、次の会長の時間には 4 月は過密なスケジュー
ルがあるので そのインフォメーションも兼ねてお話し
たいと以下の 9 項目を述べられた。

3 月 15〜16 日に次期会長主査研修会が有って、
山内・正野両君が真剣に研修に参加されていた。
私もファンド主査として参加しました。
② 東ＹＭＣＡは今年 7 名の卒Ｙ生を迎える。記念品
の贈呈は過日の卒Ｙ式で既に行われた。後ほどリ
ーダーが ご挨拶に見えるようです。
③ 区費値上げ、２０１０年国際大会の費用負担に関
し意見を求める文書を皆様に送付したがご回答は
2〜3 名のみであった。忌憚の無いご意見をいた
だきたい。
④ 6 月にエカテリンブルグ、モスクワへ行く計画中
である。興味のある方は申し出てください。
⑤ ウエルネスウオーク・テニス大会・らくらく登山
等の 4 月の行事には積極的に参加してほしい。
⑥ 国際大会への参加要請とその折のユースコンボケ
イションに送り出す人材を推薦してください。
⑦ 西日本区大会ではホストクラブを手助けする。河
内の分担は代議委員会の受付、会場案内等多岐に
渡るので多数参加しご尽力下さい。
⑧ ３月末はＴＯＦ・ＢＦ献金の期限です。
⑨ Ｙサにおけるカヤック代金の献金は４月末を目指
している。
（以上他の記事と重複するかも知れないが、情報の伝達、
共有を重視されている会長の意図を尊重し出切る限り詳
細に記録・ご報告しておく）

講義をされる江見様

この後食事を楽しみ 愈々なかのしまクラブ、江見淑子
ワイズの卓話。江見さんとタイトルの「みんなちがっ
て・・・」からの連想で詩と歌唱を想像していた報告子の
思い込みは見事にはずれ(江見さんの多才さにはいつも驚
かされる) 課題達成と感情交流を通じてコンセンサスを
得るための実習と来た！？

①

その他のインフォメーション
ファンド（田中） 個人目標達成の方に，たとえ僅かでも
追加献金をしていただきたい。
一泊研修（山内） 5/17〜18 六甲研修センターで行
う。テーマ募集。参加者名と共にアンケート用紙に記
載し提出して下さい。

−２−

真剣に取り組む?参加者

課題シートに記された物語（ある状況下に置かれた男女
５人の行為・行動）を読み、好感度に応じ、まず各自が順
位をつけ 次にグループとして全員の討議を通して順位
を決めると言うものであった。
事前に 5 つのグループに
分けられていて、それぞれ盛
んに意見が交わされ 後で
発表されて分かったことだ
が 石倉ワイズの母上も話
しに溶け込み熱心に参加さ
れたようだ。コミュニケーションを通しコンセンサスを得
ると言う講師の意図は見事に実現された証左であろう。
まず それぞれの人生経験や信条が反映され対話の中
で他の見解を知り合意に至る過程は今後のクラブ内での
合意形成に応用され役立つだろうと思う。
引き続き恒例の結婚・誕生記念のプレゼント、にこにこ
アワー(次ページ記載)と続き定刻を１５分ほど過ぎ閉会
した。

石倉さんの母上に入会式時の写真を贈呈する会長
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田中

にこにこ語録(3 月例会)
テープ起稿

大谷美佐子

伊藤 親子で来られて良かったです。５月に来てください。
石倉さんお母さん （よく起こしくださいました。ワイズ
メン一同またお待ちしております。）
石倉 先月のお手伝い、皆さんのご協力があって出来まし
た、ありがとうございました。これからもよろしく
お願いします。
新本 一泊研修会のテーマですが西日本区の
収支のことをかかげたらどうかと書きました。
日本区の収支がおかしのではないでしょうか。
話し合うことが必要です。
伊藤メネット 今までにない例会で若がえっ
たようです。老人ですので、老人に同情
してしまいました。
田中メネット 今夜主人とやっ
てみようと思います。
初田メネット 江見さん今日は
ありがとうございました。例会に
来るのを迷いましたが、来て笑う
事ができて良かったです。
芳澤 今日の作業のことが頭から離れませ
ん。今晩は、ある島と、水夫と、フィヤンセ
の夢を観ると思います。
藤井 お誕生日のプレゼント
ありがとうございました。
わくわくしながら封を開けたいと思
います。伊藤さんすてきな写真あり
がとうございました。
望月 遠いところから来ていただき、このよ
うな楽しい例会していただきありがとうござ
いました。なかのしまクラブへ何人か誘って
うかがいます。
中野 大変楽しい例会でした。先
月司会担当でしたがやむをえない所
要があり欠席いたしました。すいませ
んでした。
初田 家内、言葉につまっていたようですが、
喧嘩した訳ではありません。私の事ですので。元気
にやっていますので。
佐古 女性ばかりのクラブでどのようなこと
をやられているのか。機会がありましたら伺
いたいと思います。誕生日を祝っていただい
て７６歳です８０歳まで動けるかなぁと思っ
ています。頑張ります。
横田 今日の例会担当者として新入会の石
倉さんに河内クラブに早く和んでい
ただくように企画しました．江見さん
には、第２例会を欠席してまでも無理
にお願いいたしました。またサポートして、今井さ
んにも来ていただきありがとうございました。スペ
シャルゲストの石倉さんのお母さんが非常に喜ん
でいただいてホッとしています。
濱添 聖和大学にいらっしゃるということ
で、この４月にサンホームに就
職する学生がいます。
尾北 今日はどうもありがと
うございました。気持ち良く帰
ることができます。
中野メネット えらい日に来てしまいまし
て、楽しかったんですが、普段隠して
いる性格が出てしまいました。

ヒマラヤに行ってきました．山の中
６日間歩いてきました。３３００ｍ、
日本では富士山の次に高い山になる
のですが向こうでは丘です。プーン
ヒルという丘です．念願の山を見る事ができたのと、
ワイズの旗を持って行って開いてきました。どこま
で行っても旗を揚げるのが好きな田中です。
今井（なかのしま） なかのしまでは年に１
〜２回ほど楽しい例会をしています。ホテル
でしているので美味しい食事が楽しみです。
いらして下さい。ホテルグランピア２０階で
とても景色の良いところです。佐古さん是非いらし
てください。
鈴木 先生今日はありがとうございました。
リーダー達とこのトレイニングをした
事があるのですが、老人が１番にくる
ことがなく若い女性に同情して票が多
く入っていました。昨年は桃の里が多
かったのですが今年はこちらにウエイトを置く事
が多くなりますよろしくお願いします。二人新しい
スタッフが来ます。４月例会で紹介します。南
YMCA の瀧中、新人の川合です。
大谷 今日はありがとうございます。楽しか
ったです。
丸尾 先月に７０代の未体験ゾ
ーンに突入いたしました。祖れ
から私の身の回りにはうれしい
事ばかり沢山おこっています。ほんと
に感謝しています。ありがとうござい
ました。
江見<なかのしま） 皆さんが協力してくださ
ったので楽しい会になりました。開会点鐘の
鐘の音がとってもステキなんですね、忘れな
いでしょう。
山内 今日は楽しい企画で打
ち解けた話し合いができました。
望月メネット 江見さんあり
がとうございました。石倉さん
のお母さん５月のメネット例会にいらして
ください。

本日のにこにこは１８500 円でした。ご協力に感謝いた
します。

今月のゲストスピーカー
秋 ゆたか 氏 プロフィール
本名 山田一朗(やまだ かずあき)氏
保険学博士・保健師
１９５９年９月１日 東京生まれ
日本基督教団本郷中央教会会員
小学校の音楽教師であった新井伴幸氏に認めら
れ、１０歳の時から指揮法を学んだ。以来現在
に至るまで、指揮者、リコーダー奏者、テノー
ル・バリトンか歌手として、また、近年は作詞・
作曲家としても音楽活動を続けている。

−３−
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河内クラブの皆様

有難うございました。
大阪河内クラブの皆さんへ

８年間、様々な活動を共にさせて頂き、
ありがとうございました。思い出せば、多
くの方に励まされながら、何とかやって来
れたと感じています。
ＹＭＣＡで活動している人たちは、魅力
的な方が多く、こんな人になりたいと憧れ
る方ばかりでした。又、個性的でしっかりと自分を持って
おられる方ばかりでした。そんな、多くの方が集まるＹＭ
ＣＡは私にとって、多くの学びがあったと感じています。
そして、そんな皆さんが集まるＹＭＣＡはとても力強さを
感じます。
ジグソーパズルは、それぞれの形は違います。個性が多
く集まり、大きな絵となります。
ＹＭＣＡもジグソーパズルの様に、それぞれが力を合わせ
ることが魅力的です。東ＹＭＣＡのジグソーパズルが何処
よりも大好きです。時には絵にならない日もありますが、
それでも、最後は大きな絵になる所が大好きです。何処よ
りも、大好きです。いつの日か、皆さんと力をあわせる事
を楽しみにしています。皆さんと、活動する日を楽しみに
しています。その時まで・・・。
菅 秀晃

４年間、ありがとうございました。多く
の方と出会った４年間はとても充実した期
間となりました。これも優しく見守ってく
れていた多くの方のご支援があったからだ
と確信しています。
入った当時はまったく何もわからずにた
だ目の前にあることだけを考え、こなそうとしていました。
そんな私は多くのモノを４年間でいただきました。初めて
参加した３月のサッカーフェスティバルでは、メンバーと
触れ合う喜びを知りました。初めて受け持ったユニットで
知り合ったリーダーとはお互い背伸びせず話し合いなが
ら良いものにしようと作りあげる楽しさを得ました。たく
さんのスタッフのみなさんからは先を見越し考える知識
だけでなく、わたし一人でないこと、周りにはたくさんの
支えがあることを学びました。毎日、たくさんのモノを教
わり、本当に感謝しています。これまでの経験を糧にして
これから頑張っていこうと思います。本当にありがとうご
ざいました。
細田敦子

お二人の送別会がおこなわれました。
転勤する菅さんと退職する細田さんの送別会が、3 月２２
日に東 YMCA の近所の「とき新」に有志があつまり、和
やかに、楽しいお別れ会が行われました。
緊急に送別会が決まった為に、参加者は少なかったですが、
今までのワイズへのお手伝いに感謝しています。今後は違
う職場で働くことになりますが、元気で頑張っていただき
たいと思います。

初めての元女性国際会長からです。
宮本 佳子さんのお仕事を賛美されて、メッセージをセン
トルイスから頂きました。ご覧頂ければ幸いです。

Hello Keisuko-san,
In St. Louis around the end of February we did have
some icy weather which kept me at home for two
days. Things cleared off enough for us to move
around but our weather has been very cold for many
more days in a row than usual.
Today we have about 8 inches of new snow and some
very bad traffic. Of course, I did not go out. You
are so kind to be concerned about me.
I do very sincerely want to compliment Mrs.
Miyamoto-san for her fine leadership in setting up the
workshop so well displayed in your newsletter. You
can tell by the joy in the faces of those who were
involved how peaceful and relaxing an experience this
was for the patients as well as those who were tending
to them. They looked like they were well appreciated
for their work. The patients seemed to enjoy having
the self-respect and dignity that Mrs. Miyamoto-san
and her group were able to give.
Congratulations to her for coming up with such a
program that attends to the true needs of others.
Sincerely,
Rachelle R. Reeg, PIP
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2007〜2008 年度年次代議員会の公告を致し
ました。

4-2

2008〜2009 年度 国際会長・アジア地域会
長・西日本区理事主題決まる。
[国際会長(IP)] V.S.Bashir ( インド)
主 題
Be the Light of Hope
「希望の灯(ともしび)となろう」
スローガン
Share with a smile
「わかち合いは微笑みをもって」
アジア地域会長(AP)］Rita. Hettiarachchi (スリランカ)
主 題
Be the Light of Hope
「希望の灯(ともしび)となろう」
スローガン Working together to serve better
「より良き奉仕のために共に働こう」
［西日本区理事(RD)］ 佐藤 典子 (熊本ジェーンズ)
主 題 思いやりを持ってワイズライフを！
−わかち合いは微笑みをもって−
「 Enjoy Y s life with Consideration ! 」
「Share with a smile」
4-11

第１１回西日本区大会参加申込みはもうお済で

しょうか？

−４−

抜粋
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第３３期

第 10 回役員会

２００８年 3 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

Y サ・ASF

出席者
丸尾・山内・初田・大谷・藤井・横田・伊藤・尾北・
佐古・
４月例会 4 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・石倉
ゲストスピーカー 山田一朗氏(秋 ゆたか)
タイトル

４月例会役割分担
司
会 芳澤伸之 君 聖句朗読 伊藤圭介 君
食事手配 佐古至弘 君 食膳感謝 尾北 昇 君
ニコニコ
藤井敬子 &
石倉明美 君
受
付
宮本桂子 君

5 月号ブリテン原稿
こーひーぶれいく
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム(私の独り言)
にこにこテープ起し
巻頭言

中野義彦
大谷美佐子
伊藤圭介
鈴木えみ
尾北 昇
初田眞佐子
大谷美佐子
山内信三

君
君
君
君
君
さん
君
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ＹＭＣＡでの働きが顕著な
者
申請締め切り日
3 月 31 日
クラブとしては佐古至弘君を候補者として推薦する
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
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
どちらの意見も少数のメンバーからの意見なので
早急に各会員に再度ご意見を伺い、阪和部長に答申
します。と会長よりアピールがあった。
3.「らくらく登山」の開催と準備について
① 準備状況
拡大実行委員会 3/28 サンホーム 6F 7:00
➁ クラブ訪問
3/25 泉北クラブ 6:45 じばしん南大阪
横田・大谷
4/1
サウスクラブ 6:30 南ＹＭＣＡ
正野・大谷・横田
4/11 ヴェクセル 6:30 みなとＹＭＣＡ
丸尾・横田

4/12 奈良クラブ
6:30 奈良ＹＭＣＡ
丸尾・横田
4/16
センテニアル
6:30 グランビア
伊藤・丸尾・横田
４月例会にて役割を決める。河内クラブ車提供９台
ティンカーベルより車椅子参加３台
4.一泊研修会基本案について
日程:5/17〜5/18
場所:六甲ＹＭＣＡ
会費: ５０００円を目処
テーマ: クラブ内マニュアル等の再確認
事業委員長の再考・クラブ活動の見直し
年間計画・区費について
その他: 参加者は現在１０名ですが、１５名を目標
に再度募集する

5.代議員会議案提出に対するご意見
４月役員会にてクラブの意見を募る。

6.BF ポイントの送付及び送金の確認
3/15
使用済切手 P 今期は送付しない。
クラブで集めた現金、38,000 円は会計に入金済み
7.ＣＳポイントの送金確認
[ TOF 42,000 円]
[ CS 37,800 円]
[ FF 21,000 円] [ BF 39,900 円]
3/27 会計より送金済み
8 西日本区大会のクラブの役割と今後の打ち合わせ予定
河内クラブの担当
① 代議員会会場の受付
② 大会会場の案内
第二回打ち合わせ ５月１８日(日)
14:00〜16:00 南ＹＭＣＡ
第三回打ち合わせ ５月３１日(土）
13:00〜17:00 現地・１００年開館ホール
9.なごみ参加者 ３月２９日（土 ）
大谷美佐子、藤井敬子、横田憲子、丸尾初子、濱添吉生、
丸尾欽造、伊藤玲子
10.クラブアピール用チラシの作成について
４月例会にてメンバーに提示してから承認を得た上で
発注とする
11.会計よりクラブ領収書作成について
承認
12.ブリテン担当より宛名シール購入について
５００シートを注文します。
承認
13.ロシア区訪問について
公式な案内が届いている
6/20 頃の出発はどうか
４月例会で旅行案内の配布をする。
14.阿南海洋センターへの献金について
現時点で合計 ５９,０００円の献金あり。
目標は１００,０００円です。
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「新しく配属になった

川合文太です」
東 YMCA

川合文太

はじめまして。この度東 YMCA ウェルネスに配属になりました川合文太と申します。1 月の後半よりこ
こ東 YMCA で研修に来させていただいております。この立派な建物の中で小さな子どもから高齢者の方ま
で様々な方達との繋がりを実感しております。
わずか 2 ヶ月の研修期間でしたが、沢山の素晴らしい出会いがあり東 YMCA で働くことができることを
非常にうれしく思っております。もうすでにどこかで顔を合わせている方もいらっしゃるかもしれません。
まだまだわからないことも沢山ありますが、皆様と繋がりあえることを楽しみにしております。どうぞ宜し
くお願い申し上げます。

今年卒業されたリーダー
宮野
堀池
濱田

絵理子（みやの えりこ）
岡村 有祐 おかむら ゆうすけ） 小滝 雅
（こたき みやび）
修平 （ほりいけ しゅうへい） 内藤 毅 （ないとう たけし）
庄野 隆介 （しょうの りゅうすけ）
光司 （はまだ こうじ）
今年度卒業リーダーの皆さんご苦労様でした。有難うございました。

新しい年度になりました。２００８年度のサンホームの職員体制は下記の通りになります。今年度もよろしくお願いい
たします。

２００８年度各事業スタッフ体制（常勤職員）
部
事務局
責任者

濱添

施設ケア事業部
責任者 秋山

在宅支援事業部
責任者 大塚

事業
尾北昇
事務局
濱添

事務主任

濱添吉生

副主任

月川智宏

特養
秋山

主任

医務室
秋山
デイサービス
葛島
ヘルパーステーション
坂之上
ケアプランセンター
宮原
地域包括支援センター
大塚

食生活創造室
責任者 堂本

担当職員

副主任

中井則子
秋山健二（ケアマネ兼務）
今井裕（ケアマネ・ショート兼務）
伊藤鉄矢（ショートステイ担当）
石川慶子（３階担当）

副主任

矢野成悟（４階担当）

副主任

上村五月（５階担当）

＜就任＞

横山まどか、八尾大樹
（3 階担当）
中尾穂奈美、濱中香里＜異動＞ （4 階担当）
池田真大、中山絵美 ＜異動＞ （5 階担当）
外園順子、吉村みどり
主任

葛島経生
安佳余子、宮本貢、林博彦＜異動＞

副主任
副主任

主任
副主任
主任

坂之上範子
(河井五月) ＜異動＞ ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
宮原学 （地域包括兼務）
坂本安世
稲毛延香（地域包括兼務）
大塚由実
吉田絵理
弘田優子
堂本隆子
夘津羅陽子、大石和秀、田中和也

新しく採用された職員は６名です。
澤野準司、水野真由子、下村崇史、河原和晃、宮野愛子、金宮彌生
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＜異動＞

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

２００８年 ４月報

のが筋だと思うのですが・・・・
職員のかん違いかもしれないし、父は元気だし、何も急い
で確認することも無いかと、コーヒーを飲みながら思案し
ている。

連載

ＮＯ 41

「私の独り言」
中野涌子さん

三月、庭のぼけの花が満開です。
この花が好きです。
どうしてなのか、一人で考えてしまいます。
お正月が過ぎると、梅の花。梅林、盆梅展。
桃の花は、ひな祭りに。
桜の花は、桜前線に沿って、世間ではお花見の
話題が広がるのに…
ぼけの花見は聞いたことがない。
花はこんなにふっくらとして、かわいいのに。
名前のせいかなぁ。花はころころとすぐ落ちるせいかなぁ。
と、この季節になるとひとりごとをつぶやいています。

春待ち切れずにお食事会
メネット会長 丸尾初子
3 月 14 日、恒例になっている河内クラブメネット会の
お食事会を今年も開催しました。
大阪市内を離れて、河内風土記でおなじみの八尾の地に
ある「フレンチレストラン・シェ・ナガサワ」を伊藤玲子
メネットがアレンジしてくださいました。瀟洒なお部屋で
ワインをいただき、シェフご自慢のお料理に、主婦から淑
女に変身した気分でした。まあ皆さん、お話もはずんでい
ましたよ。
お食事のあと、数分のところにある日本庭園調の「高井
公園」(個人が寄贈され八尾市の管理施設)の美しいお部屋
で、折り紙に興じました。長崎へ贈る「ペンギン折り」で
す。七色のペンギンが次から次へと異常発生していました。
このお部屋は、これからもメネット会で利用させていただ
ければすばらしいのではないかと感じました。
ウィークデーの昼下がりであり、ご参加できなかった方
もありましてその点では残念でしたが、メネット事業主任
の林成子様や会計の岩本二三子様もご出席いただき花を
添えてくださいました。
春とはいえ天候も不順で玉串川の桜もつぼみを固くし
ていましたが、メネットさんたちはすでに春らんまん、心
満開ではなかったでしようか。

：ねんきん特別便・・・・：
田中 惟介
2 月初旬、明治 44 年生まれの父(96 才)のところへ「ね
んきん特別便」が届いた。
年金記録がもれている可能性があり、5000 万件の記
録の中にあなたの記録と結びつく可能性のある記録が在
るためお知らせします。
と言う。
30 年近く厚生年金を受給しており、一人暮らしにはま
ぁ不足の無い額で ありがたがっては居たが 国民年金
手帳があると言う。この年代の者には有りがちで、お上（役
所）へ行くことが苦手で有り、私に行けと言う。
旅から帰り、一息入れた後 3 月に入って間もなく社会
保険事務所に出かけた。30 番目くらいに（なんと多勢な
んだ）順が来て窓口へ。臨時雇員だそうだが極めて低姿勢
で、容易に手続き（記録追加）が終わった。
5 年時効は適用されず 65 才時にさかのぼって不足分
は支給されると言う。僅かであっても 31 年分だから数十
万円になるとか。
ここから ぼやきに入る。
いつ頃振り込まれるのかと問うと、1 年くらいかかると
言う。96 才の老人で、いつ何があってもおかしくない、
もしそれまでに亡くなればどうなる？
「受給資格者がなくなった時点で受給できません」
これって おかしいとおもいませんか？
現に今存命し、今直ちに受給出切るのに事務手続きが多く
て待たされているのだから何があっても払いますと言う

ご出席いただいた方:
林成子メネット事業主任、岩本二三子メネット事業会
計、伊藤玲子、大藪暢子、田中加代子、中野涌子、望
月治子、丸尾初子、望月 強、田中惟介、丸尾欽造
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HAPPY
丸尾 初子
伊藤 圭介
大谷美佐子

BIRTH

DAY

１９××年４月
１９３２年４月
１９××年４月

WEDDING

２日生
７日生
８日生

ANNIVERSARY

結婚記念日の方はおられません

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

YMCA サービス・ASF

YMCA の新年度スタートと共に、Y s 理解、Y 理解を相互に深めよう!
今出来る事を見極め、Y s と Y の協力の絆を強めよう!
大野 勉

Y サ・ユース事業主任（神戸ポートクラブ）

お知らせ
第１２回らくらく車椅子登山

４月−５月の予定
４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

実施日 ４月２７日(日)
場所 生駒山らくらく登山道
締切日 ４月１９日(土)

5月
５月 ２日（金）第 2 例会東 YMCA
５月１１日(日)東大阪ふれあい祭
５月１５日（木） 第１例会 サンホーム６階
メネット例会
５月１８日(土)西日本区大会打合せ 南 Y
５月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
５月３１日(土) なごみ
５月３１日(土)西日本区大会打合せ 現地

Wind

From

Kawachi

三寒四温。寒い日もありますが、桜の花も満開になり、確実に春は本番を迎えています。華やいだ気持ちもある反
面、春は別れの季節でもあります。毎年思いますが、親しくさせていただいた方々との別れは淋しいものです。転勤
される方、栄転される方、そして退職される方、人生の縮図が春にあります。
(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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/
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