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２００８～２００９年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「楽しく充実したクラブライフを」                  山内信三  
阪 和 部 主 題「共にひとつの”わ”になって」 Let’s grow into a circle of harmony. 三木 求（和歌山クラブ） 
西日本区主題「Enjoy Y’slife with Consideration!」「思いやりを持ってワイズライフを」 佐藤典子（熊本ジェーンズ） 
ア ジ ア 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう                   Rita.Hettiarachchi (スリランカ) 

「Working together to serve better」  より良き奉仕のために共に働こう  
国 際 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう                 V.S.Bashir(インド) 

「Share with a  smile」   わかち合いは微笑をもって 
 

  【今月の聖句】 ルカによる福音書 15 章 4 節 （選・解説 岩坂正雄） 

百匹の羊のうち、一匹がいなくなったら、９９匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見つけるまで捜し回らない

だろうか 
―ＹＭＣＡ「安全の日」（7 月 18 日）は、東ＹＭＣＡ野外活動での水死事故を覚えて設定されました。生命の尊厳は一人ひとりを大切に

する心から生まれます― 
 

会長就任に際して 
                第３４代会長 山内 信三 

 

丸尾欽造会長の後を受けて、第 34 代の河内クラブ会長に

就任いたしました。3 月には次期会長、主査研修会が、6 月

には西日本区大会、阪和部評議会と続き、他クラブの、また

西日本区の流れも色々と教えられ、多くの刺激も受けて来ま

した。 

 いずれの会も良く準備された資料と分刻みのスケジュール

で少々消化不良の気を感じています。 

 河内クラブの現状を他と比較して見ることが出来、河内の課題は他クラブ

にも同じ課題があり、もっと困難の状況も見えて来ました。Y’s の良さはメ

ンバーが減少し、高齢化していても、明るく、活動的で、元気が感じられる

事だと思います。 

 河内クラブの特色は例会では担当班がその準備と実施を分担し、年間を通

して早くから準備にかかって頂いている事と、納涼例会、Ｘ’マス例会では

ＹＭＣＡのリーダー、スタッフも共々に参加し、アトラクション、ゲーム、

食事、オークションの進行と役割を分担し、若い感覚とセンスを発揮して下

さっている事と思います。ジャガイモ販売、ロビー展、らくらく登山といっ

たイベント、行事でも積極的に企画段階からコミットし、Y’s とＹは協力関

係にあります。 

 この特色と長所をさらに継続発展出来ればと望んでいます。ＥＭＣの会員

増員、ＩＢＣ・ＤＢＣと課題は多くありますが、体力にあった無理のない、

しかし集中する場面は共に頑張り Y’s 活動に関わって行きたいと思います。

非力な会長ですが、よろしくお支え下さい。 

 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ６名 ６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 ５名 現金 0 円 ６月分 ６月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ２６名 累計 38,000 円 0 円 19,180 円

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 0g 累    計 累    計 
６ 月 の 出 席 率 ８１.8％ ６月の全出席者 ３８名 累計 0g 0 円 １９９,６３０円

 

7 月例会プログラム 
 ７月１９日（木）サンホーム 6Ｆ 

Kick―off 例会 
        司会 新本英二君 

開会点鐘       丸尾 会長 

ワイズソング     一   同 

聖句朗読       佐古至弘君 

ゲスト＆ビジター紹介   司会者 

会長の時間      丸尾 会長 

阪和部長ご挨拶    三木求部長 

役員交代式      三木求部長 

会長・役員挨拶    会長・役員 

入会式 加藤寿枝君  山内 会長 

食前感謝       佐古至弘君 

食事        一    同 

事業委員長挨拶   各事業委員長 

次期予算案説明    尾北 昇君 

インフォメーション  各 担 当 

車椅子贈呈式     芳澤伸之君 

誕生・結婚祝     山内 会長 

にこにこアワー  中野君＆藤井君 

ＹＭＣＡの歌    一    同 

閉会挨拶・点鐘    山内 会長 
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 ６月例会報告   --サンホーム ６階 －            記録 初田 稔  
２００８年 6 月 19 日（木 18:30～20:50                            

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・芳澤・初田・藤井・伊藤・丸尾・大谷・横田・

望月・濱添・山内・田中・宮本・中野・岩坂・ 

メネット 丸尾・初田・伊藤・望月・佐古・ 
ゲスト＆ビジター 

今井利子（なかのしま）・松岡虔一・東良學（サウス）・ 

杉浦英・文子・(奈良)・永川愛子（宮本さんのサポーター） 

      

以上２６名 

 

 横田君の司会で定刻に開会された。例

会はプログラム通りに消化されていきま

す。 

○会長の時間では、西日本区大会での表

彰の報告があり、奈良傳賞を受賞された佐古君、ブリテ

ン優秀賞の初田君、CS 表彰の横田君、EMC 表彰の正

野君が発表され、最後にサブホストとしての河内クラブ

への理事の感謝状が披露されました。 

○続いて年次代議員会の報告がありました。公式な報告は

後日文書で手元に届くことと思いますが、代議員会に出

席した会長メモよりの報告ですと話されました。 

○６/２４日から 7/1 日にかけて伊藤圭介君と丸尾欽造

君が訪ロされます。お元気で行ってらっしゃい。 

○奈良クラブの杉浦ご夫妻より区大会のホスト役をお手

伝いして頂き、本当に感謝しますとお礼の言葉がありま

した。 

○東理事事務局長より一年間のお礼を申し上げますと感

謝の言葉をいただきました。 

○山内副会長より現役員に対して記念品の贈呈があり、今

期の活動に対する感謝と時期へのお願いもありました。 

 

続いてクラブ内スピーチの時間。 

佐古至弘君が奈良 傳賞を受賞した

記念に、過去の奈良 傳さんとの関わ

りを熱っぽく語ってくれました。明

治・大正初期の YMCA の役員さんの

写真を展示して、古き時代の奈良 傳

主事との裏話などを交えてお話をして

くださいました。 

 

 
 

 丸尾会長の年間を通しての総括があり、設立当初の若さ

が加齢と共に無くなり、クラブ活動にも段々と制限がある

ようになってきました。このような事を自覚して若いメン

バーの確保が急務である。また、今期から来期にかけて女

性メンバーが３名入会します。非常に嬉しいことでありま

す。 

続いてありました各事業委員長の報告は別頁へ掲載いた

します。 

 
ハッピーバースデー、にこにこ語録・YMCA の歌と続き、

丸尾会長の閉会宣言と点鐘で第３３期も無事に終えまし

た。 

 
 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

2007/2008 年度 クラブ活動受賞報告 

 

理事表彰 

ブリテン優秀クラブ賞 

理事感謝状 

西日本区大会のサブホストを務め、成功に導いた 

地域奉仕・環境事業 表彰 

優秀クラブ賞     

「第 11 回らくらく車椅子登山」車椅子の方を支援・

交流 

「わいわいフェスティバル」音楽を通じて地域との交  

流 

CS・TOF・FF 献金トリプル達成賞             

EMC 事業 表彰 

    青年会員獲得賞 

2007/2008 年度 個人顕彰 

  奈良伝賞   佐古至弘 

  １９４９年大阪ＹＭＣＡに就職、同時に会員となる。

奈良伝総主事よりキリスト教・ＹＭＣＡについて指

導を受ける。数々の募金活動に尽力。レストラン自

営後、大阪河内クラブ設立に尽力、８年間クラブ例

会場にレストランを提供。１９８６年、会長時代に

IBC「済州クラブ」を訪問、青少年センター建設募金

に協力。大阪ＹＭＣＡ運営委員、常議員。同盟より

青少年奉仕賞受賞。07/08 年度クラブのＹサ・ユー

ス事業委員長。 
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にこにこ語録(6 月例会) 
テープ起稿 田中惟介 

 

（にこにこ始めます。その前に中野さん岩坂さんが所用で

早退されましたが、それぞれから預かっている分を入れて

おきます。では東さんから・・・・・・） 

東良學（大阪サウス）２件お礼を申し上げます。一つ目、

家内からの伝言です。今日は和歌山クラブでも例会があり

まして、部書記の正野さんが部長に同行して行っておられ

ます。河内例会と重なっておりとても恐縮しております。

二つ目 西日本区大会の代議員会で、今回非常に難しい議

案がありまして、理事キャビネットとして心配しておりま

した。田中さんの理路整然とした前向きのご意見で雰囲気

が変わったように思います。そのお陰で通ったんだと思い

ます、田中さん有難うございました。（拍手） 

松岡虔一（大阪サウス）8 月 9 日の長崎の原爆記念式典

に捧げるペンギンの折り紙、河内クラブの皆様から

1500 羽以上折っていただき有難うございました。7 月

18 日には長崎へ宅急便で送らせていただきます。有難う

ございました。 

杉浦英（奈良クラブ）西日本区大会での皆様のご協力の

お陰で達成できたと思っています。感謝申し上げます。奈

良クラブはこれをステップ台として飛躍していきたいと

思っています。（拍手） 

杉浦メネット主人が受け付け担当をお受けして、機械に

弱いのを心配しておりましたが、体調のお悪い初田さんに

ご無理をお願いし，助けていただき無事終えることが出来

ました。有難うございます。それから メネット会長や主

任に代わりまして河内のメネットさんのご協力にもお礼

申し上げます。 

今井利子（なかのしま）この一年、河内クラブには再々

寄せていただき、色々お勉強させていただきました。これ

からもよろしくお願いします。 

田中ネタを一つ用意していました。ウエルネスウオーク

で歩いた熊野古道の牛馬王子の石像が壊され頭が盗まれ

たそうです。今日入ったニュースでこの件を膨らませよう

と思っていました。でも先程、区事務局長 東さんのお言

葉をいただき、変更せざるを得ません。実は今日のこのテ

ープ起こし、私の担当なんです。いただいたお言葉をどう

書こうか、悩ましいところですが、たぶん忠実にかつ太字

で書こうかなぁと・・・書くでしょうねぇ。（笑） 

佐古メネットいつも例会、欠席ばかりでしたが、今日は

皆さんが祝福してくださるのだから出席せなあかんと主

人が申しますので、私もお礼を申し上げるために出席しま

した。誕生祝を頂いたりお花を頂いたりいろいろ有難うご

ざいました。 

今井さんにも言われましたがこれからも例会に出るよう

に心がけます。 

初田杉浦さん身に余るお言葉、有難うございます。ワイ

ズメンは頼まれたら断るなと教えられてきました。出来る

事は懸命にやりました。当然のことですのにこんなに感謝

されてお恥ずかしいくらいです。日によって体調が様々で

して、でもこうして例会に出ると皆さんの元気をいただけ

ますし、横田さんから 3 年は持つと言う花を頂きました

のでこの花よりは長持ちしたいと思います。（拍手） 

初田メネット スミマセン・音ガ ヒロエテナクテ 

        起稿デキマセンデシタ 

芳澤    記憶ヲ頼リニ オ名前ノミ記シマス 

藤井芳澤さんのネクタイ 100 均とは思えないと褒めて

いたところです。佐古さんおめでとうございます。私の生

まれる前からＹＭＣＡで奉仕活動をなさっておられるよ

うで、すごいなぁと思います。私も負けずにこれからも河

内の片隅で皆さんと協力していきたいと思います。 

山内佐古さんおめでとうございます。私はこれまでから

賞とは縁が無くそんな人生もいいかと思っています。いよ

いよ私の会長の時が迫ってきて、あさって阪和部の評議会

があり皆さんの意見を聞いてきて７月ブリテンの巻頭言

を書きます。ご協力よろしくお願いします。 

望月メネット西日本区大会が無事に済んで夫婦ともども

ほっとしています。皆さんお世話になり有難うございまし

た。メネット会長さんにもお世話、ありがとうございまし

た。 

丸尾メネットこの一年例会の日は夫婦ともども朝から忘

れ物の無いように、やいやい言っておりましたがこれから

はそれが無くなるかとホッとしております。ありがとうご

ざいました。 

伊藤メネット河内のブリテンの緑は大好きな色で、毎月、

全ページ見るのが楽しみです。区大会でブリテン優秀クラ

ブ、３っつの中に河内クラブが入っているのを見て大喜び

しました。永年ブリテンに係わっていただいた初田さん有

難うございます。これからも続けてください。それから、

佐古さん壇上でのお姿晴れやかでした。おめでとうござい

ます。それから誕生祝頂き有難うございました。７２歳に

なりました。（笑・拍手） 

伊藤佐古さんが奈良傳さんの写真を持って舞台へ上がら

れたことが とても良かった。周りにいた東日本区の方た

ちがアイデアを褒めていました。 

宮本会長さん始め皆様一年間有難うございました。ティ

ンカーベルに関しても大変お世話になりました。６月ブリ

テンの写真、らくらく登山六甲編というのを見まして、一

泊研修ではこんなにお世話になってたんだと思いました。

最後に いつも一緒の加藤さん、昨夜８時過ぎに孫が生ま

れまして、今日は来られませんでした。（おぉ～それはお

めでとう） 

横田佐古さん懸念の奈良傳基金、何とか続けなければな

りません。伊藤さん自身が仰る、伊藤さんの悪智慧をもと

に何とか進めて生きたいと思います。 

大谷“奈良傳さん”とお聞きすることはあってもどんな

人やらさっぱり分かりませんでしたが今日佐古さんのお

話を聞いてよく分かりました。受賞おめでとうございます。 

望月年次代議委員会と言う難しい場所で、丸尾さんにも

助けてもらいました。代議員は１００人くらいいたのです

が、河内からは２人。発言したのは４～５名です。その２

人が盛り上げ、助けて頂いた事を報告します。それととも

に大勢の方に支えていただいたと言うのがこの一年の感

想です。有難うございました。 

佐古皆さんのご推薦有難うございました。仙波さんも奈

良先生も天国に居られますが、私はまだまだ後１０年か１

５年、８５くらいまでは大丈夫かな？と思っています。初

田さんも一緒に頑張りましょう。 

丸尾私が今７０歳でここにワイズメンとしてあるきっか

けは１９５６年頃にＹＭＣＡ英語学校高等科を卒業し、そ

のまま途切れることなくＹＭＣＡの場ですごす機会があ

ったという、これも奈良傳先生の意思の表れであったので

はないかと思います。今日のお話は過去を見直し、将来を

見据えるステップになったと思います。有難うございまし

た。 
 

本日のにこにこ￥19180 でした。有難うございました。 
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各事業委員長報告-1 
 

交流事業報告          岩坂正雄 

１  今年度交流事業のハイライトは、ロシアのイカテリ

ンバーグクラブからオルガさん（サンクトペテルブルグ

在住の女医）をお迎えしたことです。 

  伊藤メンが編集発信されているウエブサイト「河内ク

ラブホームページ英語版」がきっかけで実現したもので

す。これは当クラブのＩＢＣ事業である以上に西日本区

とロシア区との交流の幕開けという意義があると信じ

ます。 

  丸尾会長のグローバルな視野と識見によるリーダー

シップで実現したもので、その趣旨と意義、および 11

月 7 日から 10 日間にわたる滞在中の活動記録が 丸

尾会長によって作成され、内外に報告されました。 

  この 6 月にはロシア区からの招きで丸尾会長と伊藤

メンが訪露し、秋には第 2 回目の来訪者が予定されて

います。 

２  兄弟クラブである済州クラブの宋丁賛氏が天に召

されました。ＩＢＣ締結以来、両クラブの交わりのキー

パーソンとして支えてくださり、また済州ＹＭＣＡ理事

長として大阪ＹＭＣＡとの兄弟関係に貢献して下さい

ました。 

  そのご遺志を継いで、しばらく途絶えている相互訪問

を再開したいと願います。 

３  ＤＢＣについては、検討しつつも具体的な進展をみ

なかったことは残念です。今後の課題として次期に引き

継ぎたいと思います。 

 

Ｙサ・ユース事業報告        佐古至弘 
２００７年 

 7/21 桃の里幼稚園納涼大会に ６名、ボランティア

参加。 

 8/26 サンホーム大掃除に ８名、参加。 

 10/8 桃の里幼稚園グランド清掃に ８名参加。 

 10/14 大阪Ｙ１２５周年事業。大阪東ＹＭＣＡとして、

大阪西樟陰女子大学会館にてわいわいフェステ

ィバルを実施。東大阪地域の方々、東Ｙ会員、サ

ンホーム入居者等、２１３名、ボランティア９３

名参加。 

 11/23 大阪Ｙチャリティランに３チーム参加。 

Ｙｓボランティア１２名、参加。 

    大会参加者８５０名、支援金３６７万円。 

２００８年 

 3/1 サンホーム、車椅子清掃奉仕、２０台、１１名参

加。 

 4/27 らくらく車椅子登山実施。参加者１６５名、内 

車椅子参加者２３名。 

    弁当、飲み物、保険料等約１５万円支出。 

 5/11 東大阪ふれあい祭り参加のスタッフ、リーダー

へ昼食代サービス。 

 5/15 阿南海洋センター４０周年記念事業に￥103、

000－献金。 

  6/1 サンホーム大掃除に ６名参加。 

07～08 

  毎月、最終土曜日、夕方５時～８時、サンホームにお

いて “居酒屋 なごみ”開店。 

毎回メン、メネット５～６名参加。 

  
東大阪市内の幼稚園、小学校にウオーターセーフテ

ィーハンドブック を２０００冊無料配布。 

 

ファンド事業報告         田中惟介 

ファンド個人別献金表 

  ＢＦ Ｙサ・ＡＳＦ 個人合計 

青野剛暁     0

石田鐵一     0

伊藤圭介 2000 2000 4000

岩坂正雄 2000 1000 3000

大谷美佐子 3000 1000 4000

大藪芳教 2000 1000 3000

尾北昇     0

佐古至弘 2500 1000 3500

正野忠之 2000 1000 3000

新本英二 2000   2000

田中惟介 3000 1000 4000

中野義彦 2000 1500 3500

初田稔 3000 1000 4000

濱添吉生     0

藤井敬子 2000 1000 3000

丸尾欽造 2500 1500 4000

宮本桂子 3000 1000 4000

望月強 3000 3000 6000

山内信三 2000 1000 3000

横田憲子 3000 1000 4000

芳澤伸之 3000 1000 4000

合  計 42000 20000 62000

目標額    

ＢＦ＝15 弗/人 （￥1900）  

Ｙサ・ＡＳＦ＝￥1000/人  

 目標達成のみに集中し上表の通り一部の方にご負担を

お掛けしてしまった。ファンドの意義を広報する事も大切

だと反省している。 

 

ブリテン編集委員長報告       初田稔 

クラブ発足当初から携わってきたブリテン編集も、無事

に３３期最終のブリテンを発行することが出来ました。 

思えば色々なご批判やお褒めの言葉をいただきながら、務

めてまいりましたが、やはりブリテンが出来上がったとき

の楽しみは、これに関わった者でないと解からないと思い

ます。苦しかったこともありましたが、３３年間この楽し

みを誰にも渡さず、自分ひとりで満喫していたことを反省

しています。 

もう少し早くにクラブの皆さんと分かちあえば良かっ

たと思います。 

先日の西日本区大会で、ブリテン優秀賞をいただきまし

た。皆様のご支援の賜物と感謝いたします。ブリテン最優

秀賞は後日の楽しみにしておきたいと思います。 

 
広報事業報告            尾北 昇 

河内ワイズの海外を含めた広報事業は、前任の事業委員

長に引き続き活躍していただき、私は充分に働けなかった

ことを心苦しく思っています。 

また、ＹＭＣＡスタッフへの広報に関しては、職員への

例会内容の案内によって一部参加があり、また、らくらく

車椅子登山、わいわいフェスティバル、居酒屋、大掃除デ

イなどの活動を通してもスタッフのワイズ理解が進んだ

と思います。今後ともＹＭＣＡ運動を協働して進めていき

ます。 
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07/08 年度 メネット事業活動報告書 
             メネット会長 丸尾初子 

クラブの集会 

７月１９日 「第１回クラブメネット会議」開催。年

間計画と引継などしました。   

８月２３日 「第２回クラブメネット会議」開催。区

大会のお土産作りをしました。 

３月１４日 「メネット昼食会と懇談会」開催。フラ

ンス料理と折り紙を楽しむ。 

区の集会 

西日本区・地域奉仕・メネット合同研修会への参加 

西日本区大会における「メネットアワー」会場の受付窓

口の担当 

部の集会   

「メネット会長会議」、「部会」、「YY フォーラム」、「合

同メネット会」に参加。特に合同メネット会へはゲスト

も含めて１８名の参加がありました。  

クラブの行事 

メネットの活動は、メンのクラブ活動と連動しています

が、主に次のような活動がありました。 

①「ＹＭＣＡサンホーム」が毎月一度開店する居酒屋「な

ごみ」への奉仕活動。メネットとして欠かすことなく

続けています。毎回、４～５名のメネットに加えてメ

ンも参加してくださいます。その他の主だった奉仕活

動としては、 

 ② ＹＭＣＡ桃の里幼稚園納涼大会と草取りへのボラン

ティア 

③ サンホームの大掃除への奉仕 

④ わいわいフェスティバルへの参加と奉仕 

⑤ クリスマス献金街頭募金活動への参加 

⑥ 第１２回らくらく登山への参加 

⑦ NPO 法人・輪 「ティンカーベル」開所式のプロ

グラム支援 

⑧ ５月・「メネット例会」をご準備いただきました。 

一年間、皆さま方のご協力をいただき有難うございました。 

 

地域奉仕・環境事業委員会  委員長 横田憲子 
地域奉仕に関しては Y サ事業との線引きを、サンホー

ム関係の参加を地域奉仕とすることで報告させていた

だきます。 

＠ ２００８年度のサンホームの大掃除が８月から６月

の初夏に変更されたため今期は２回大掃除したこと

になります。 

＠ １１月大阪 YMCA125 周年“わいわいフェスティバ

ル”で「ＨＩＶ／ＡＩＤＳ」のファイルを５００部申

請して来場者に配布した。 

＠ ２月にクラブの宮本桂子メンが障害者自立支援の「Ｎ

ＰＯ法人 輪」の開所式をするため１９名のメンバー

で当日支援する。 

＠ ３月には第３回「車椅子清掃」を６名参加で１８台の

車椅子をピカピカにすることができた。 

＠ ４月は第１２回「らくらく車椅子登山」が好天気に恵

まれ１６６名参加内車椅子２４台でした。 

＠ ５月「ミャンマーのサイクロン災害救援」と「四川大

地震救援」に関して募金箱の設置を６月末まで行う。 

 

環境事業に関しては例会でのマイ箸を進めました。出か

けるときにかばんにマイ箸を用意することが習慣になる

といいのですが。「らくらく車椅子登山」ではゴミ拾いを

考えていましたが、下見に行かれた方がゴミは目に付かな

かったということで急遽私たちのゴミだけは残さないよ

うに注意しました。 

阪和部評議会報告 
 報告  山内 信三 

 今期の最後を締めくくる第 19 期の第 4 回評議会が

6/21（土）の午後 1 時から大阪南ＹＭＣＡで開催されま

した。午後 3 時からは、第 20 期の第 1 回評議会が引続き

開催され、両評議会終了後の午後 6 時から場所を天王寺東

洋ホテルに会場をうつして新旧合同懇親会がもたれました。

その概要を報告します。 

 

【第 19 期第 4 回評議会）】 
○遠藤阪和部長挨拶： 昨夜 6/20（金）は田辺クラブの

例会訪問とクラブイベントの海亀観察会に出席し深夜ま

で過ごした。明日 6/23（日）は阪和部Ｙサ事業で募金

した、「阿南海洋センターへカヤックを」の約 100 万円

の贈呈に四国に出向く。先週開催された西日本区大会で

の奈良Ｙ‘ｓと阪和部メンバーへの感謝が述べられ、代

議員会で課題であった区費の値上げと 2010 年開催の

横浜での国際大会への 750 万円の資金援助にメドがつ

けられた。 

 

【第 20 期第 1 回評議会）】 
○三木求阪和部長挨拶： 「共にひとつの“わ”になって！」

の標語をかかげている。書記、会計は部長選出クラブ以

外から任命され、部全体で支える方策が採用された。体

力に合った活動を心がける。また阪和部報に有料の広告

掲載を取り入れ、部報の活性化と情報交換を図っていく。

挨拶につづいて役員、主査、会長、連絡主事の紹介がさ

れた。 

 

【新旧合同懇親会】 
○ 評議会に引き続き天王寺東映ホテルで懇親会が持たれ、

約 60 名の新旧役員、事業主査、クラブ会長、連絡主

事が懇親のひと時を持ちました。 

 

河内ワイズからの参加者は次の方々でした。 

丸尾欽造、田中惟介、正野忠之、山内信三、芳澤伸之。 

 

【報告の詳細は別紙にて報告いたします。】 

 

  
 

  
 

 



 大阪河内ワイズメンズクラブ ２００８年 ７月報  
 

－6－ 

レンズを通して見た西日本区大会 
            07/08 会長 丸尾欽造 

 三度の準備委員会を共にし、前日の準備作業にも加わっ

た。大会を通じて感じたことは、奈良クラブの一糸乱れぬ

統率力、行動力、企画力、そして奉仕力の火の玉である。

このことがこの大会を特色ある個性的なものに仕上げ、さ

らに加えて大会運営スタッフとして奉仕された阪和部各

クラブの連帯感もあいまって、感動を呼びこんだ秀逸の大

会にしたと言えよう。 

主会場「なら１００年会館」に集められた大会参加者は

８５０名内外と発表された。東日本区から５３名のご来駕

をいただき、BF 代表として、インドから Appana Hari 

Naga Venkate Rao 氏( Vizag Steel Club)ご夫妻をお

迎えすることができた。  

 最大の課題といわれていた懇親会場の分散。それを見事

にアレンジし、解決した。主会場は、遠来の友を主催者が

迎える本格様式に。また、別の間では、DBC 締結してい

る各クラブの懇親の場として多くのクラブが友愛を深め

る場となった。ホスト阪和部は、天空の間で、「休息と充

電」を与えられる場となり、盛り上がる中、さらなる結束

に向かった。それぞれの会場で、レンズの向側にある被写

体に三様のニューアンスを垣間見ることができた。この方

法は、今後の開催地を選考する上で、ひとつの問題を解決

する糸口となるのではないだろうか。全席、着席にこだわ

り、立席を選択肢から排除した勇気に敬意を表したい。 

 時代とともに、「大会プログラム」の展開は、アナログ

からデジタル化へと進化した。それぞれのプレゼンテーシ

ョンはもとより、進行状況が「目と耳」から的確に伝わり、

精度の高い進行管理が仕上がった。テンポのよさは会場を

睡魔から救った。とりわけ、閉会ページェントでランダム

にスクリーンに映し出される大会のあらゆるシーンは、手

をつなぎハミングするひとり一人の心に感動を呼び起こ

し、ジーンと胸にくるものがあると、多くの人からの言葉

を耳にした。大会が確かなひとつの使命を果たしたことは

特筆ものである。もちろんこれらの舞台を支える背景には、

十分なスキルをもった奉仕者がいたことを忘れてはなら

ない。 

 一方、天理大学雅楽部が演じられた「雅楽・舞楽」は、

煌びやかな金色と緋色が放つ圧倒的な色彩美と奈良時代

を彷彿させる古典的な音曲と相まって、時空を超えるひと

ときではなかったろうか。「まほら大和」ではの「アナロ

グ」のおもてなしとして大会にふさわしい贈り物であった

と言えよう。 

 神谷尚孝西日本区理事を要とした一年間の報告、評価、

感謝が与えられ、そして次期にむけて、「佐藤典子西日本

区理事」へバトンが継承された。西日本区に初めて女性理

事の登場となった。そして、また新しく各地から送り出さ

れた役員の方々の指導のもとに更なるワイズダムの発展

への力強い歩みがはじまる。  

 永年にわたりＹＭＣＡへのお働きをされた佐古至弘君

に、奈良伝賞が授与された。故奈良伝氏の薫陶を受け現在

がある彼にとって相応しい授賞である。(クラブ活動に関

する表彰については、別欄の記事に委ねたい) 

 望月強君は、西日本区書記として大会を通して終始その

重責を果たされた。この大会を成功へと導かれたことに惜

しみない拍手をおくりたい。「メネットアワー」には１３

１名が参加。河内メネットは「受付」の担当として奉仕さ

れた。また、会館内の「案内」担当としてクラブあげてご

奉仕いただいた皆さんに感謝したい。正野忠之君は、大会

本部コンピューター室で、映像処理などの重要な任務にあ

たられた。伊藤圭介君、そして小生(丸尾欽造)は、写真担

当として大会を通してその任にあたった。 

 忘れてはならないこととして、大会参加者名簿などの作

成にあたっては、杉浦英委員ともども初田稔君の精力的な

働きがあった。体調不良で大会参加を断念されたことは断

腸の思いであったに違いない。 

 来年の区大会は、熊本の地での開催が決まっている。 

 大会出席者名 :  伊藤圭介、伊藤玲子、岩坂正雄、佐

古至弘、佐古利子、正野忠之、田中惟介、濱添吉生、 

藤井敬子、丸尾欽造、丸尾初子、望月 強、望月治子、 

山内信三、横田憲子、芳澤伸之 以上１６名  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    
 

  
 

  



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００８年 ７月報 
 

－7－ 

奈良 傳賞受賞おめでとうございます。 
 

先日の西日本区大会にて、佐古至弘君が奈良 傳賞を受

賞されました。永年の地道な活躍が報われたとクラブ員

一同心からお慶び申し上げます。 

 

  
 

 

 

奈良 傳賞に推薦してくださいました 

大阪河内ワイズメンズクラブの皆様へ 
 
  奈良 傳賞、受賞を心より感謝申し上げます。 

 

この度 第 11 回西日本区大会に於いて、奈良 傳賞に

ご推薦頂き、心より感謝申し上げます。 振り返ってみま

すと１９４９年(昭和２４年)４月より大阪土佐堀基督教

青年会のホテル部レストランに就職と同時に大阪ＹＭＣ

Ａの会員となり、大阪ＹＭＣＡの４階にあった 寄宿舎に

入りました。 

当時５階には奈良 傳先生とご家族が住んでおられ、聖

書、キリスト教、ＹＭＣＡに付いて多くのご指導をお受け

しました。そのおかげで 今まで６０年近くＹＭＣＡ、教

会、ワイズメンズクラブで奉仕活動が続けられているのだ

と思います。 

 私はワイズメンズクラブで 大役をお受けしたことも

ないのに この度このように大きな賞をお受け出来ます

ことに 心よりありがたく、感謝いたします。今後、受賞

者に相応しいワイズ会員として奉仕活動を続けて行きた

いと思っています。 

 『奈良傳記念基金』は２００１年、元大阪ＹＭＣＡ理事、

元ワイズメンズクラブ国際会長の鈴木謙介氏のご提案に

より、 敗戦後 大阪ＹＭＣＡ運営の基礎を固め、日本ワ

イズメンズクラブの創設と その運動に大きな貢献をさ

れた、大阪Ｙ総主事 奈良 傳氏を記念して創設されまし

た。 そしてこの基金の基礎として鈴木謙介氏は多額の御

寄付をなされました。 それが今 基金が減少し存続が危

ぶまれているそうです。 

そこで私は 「受賞者に相応しいワイズ会員としての奉

仕活動」としてまず、この基金存続のため微力ながら尽力

したいと思います。 受賞の名誉と共に、私ども夫婦は西

日本区大会に招待すると言う厚遇を受けました。 そこで 

まず手始めにその登録費用全額を 奈良傳記念基金に献

金させていただく事から始めたいと思います。 そしてそ

れが今後 皆様の この基金の趣旨に対するご理解、ご協

力のきっかけになれば嬉しく思いますと共に 私の励み

になると思う次第であります。 

本日は 本当に有り難うございました。 

 

大阪河内ワイズメン・メネット、大阪Ｙ常議員、大阪

東Ｙ運営委員長、サンホーム役員 

佐古至弘・利子 

 

第３4 期 第 1 回役員会  
２００８年 6 月 26 日（木） 東ＹＭＣＡ 

“楽しく充実したクラブライフを”  

日本区強調月間  Kick―off・EMC―C 

 

出席者  
山内・初田・芳澤・正野・横田・濱添・佐古・田中・

藤井・新本・尾北・大谷・ 

 
7 月例会 ７月１７日（木） サンホーム 

担当：A グループ    

   丸尾・新本・石田・中野・佐古・藤井・石倉 

    阪和部長公式訪問 

 

例会役割分担 
 司  会  新本英二君  聖句朗読  佐古至弘君 

 食事手配  佐古至弘君  食膳感謝  佐古至弘君 

 ニコニコ  中野義彦&  藤井敬子君    

 受  付  石倉明美君 

 

8 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく        藤井敬子 君 

役員会報告           田中惟介 君  

例会報告            中野義彦 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)   山内たりほさん 

にこにこテープ起し       大谷美佐子君 

８月度巻頭言          横田憲子 君 

 
審議事項・連絡事項 

 
① 安全の日の協力金 ３００００円支出を役員会で承認 

② 水上安全協力金（ウオーターセーフ・ハンドフック）  

    ＠１６円×９００部＝１４４００円の支出を役員会

で承認 

③ ２００８～9 年度予算（案）（尾北君） 

    新規入会金については入会祝い金として同額を支出

に計上する。 

    特別メネット会費の項目は対象者無い為に削除する。 

    役員会の軽食はクラブで負担する。 

    変更・調整項目がある為、例会までに修正する。 

④ 佐古君の祝会は会長と正野君で日程をきめる。 

⑤ ゲストスピーカーについてはメンバー皆で協力し事前

に、２ヶ月前には決められるようにする。 

⑥ 例会の食事の数がつかみにくい。およそメン、メネット

で２３～２４ヶ＋ゲスト数を基準とする。 

⑦ ８月３１日（日）納涼例会 

    ゲストは横田君が予定 

    リーダー・サンホームスタッフの参加を尾北君がま

とめる。 

⑧ ティンカーベルに中古車椅子を芳澤君が例会において

贈呈する。 

⑨ 各変更 

   クラブ計画…らくらく車椅子登山  

4/29→４/２６(日) 

   奈良クラブ例会…８月２（土） 

   和歌山、紀ノ川納涼例会…８月２４日（日） 
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 「今は少し痛んでいます」 
大阪東 YMCA 

鈴木えみ 

 

ご無沙汰しております。このように紙面に掲載していただくのは久しぶりの事となります。ウエルネスの

スタッフのイメージといえば、はつらつと元気がある・・・今日は首を捻挫しまして、どうもそのイメージ

とは遠い私です。体が「これ以上痛みが増さないように右肩下がり（あまり縁起のよろしくない状況ですが）

の姿勢を取りなさい」と言っておりまして・・・体が思うように動いてくれません。やはり健康は大切なも

のだと感じ、この後の体育クラスをどう乗り切ろうか考えております。 

 春から多くの新しい指導者が集ってきております。毎年学生リーダー募集に苦慮しているのですが、今年

は「友達の紹介で・・・」とかリーダーが配布したチラシを見て「やってみたいのですが・・・」と問い合

わせが相次ぎ、今現在野外リーダー8 名、サッカーリーダー3 名、バスケットリーダー2 名新しい仲間とし

て加わりました。彼らはオールドのリーダーと共に現在研修を受け日々のクラスで子ども達と一緒に研鑽を

積んでおります。またご紹介させていただく機会を頂く事が出来れば幸いです。どうぞ彼らの働きをお覚え

ください。 

 もうすぐ安全の日を迎えます。彼らと一緒に明日安全についての研修の時を持ちます。私たちはこの過去

の事故を振り返り、今、この東ＹＭＣＡで仲間と共に活動できていることを感謝できる機会にしたいと考え

ております。 

 
 

 

 

                          

 
 

１、レインボウクラブ（６月２９日（日）） 
 レインボークラブは「東大阪手をつなぐ親の会」（青山会）の知的障害者の方を招待して外出支援を行なっ

ています。今回は紀泉わいわい村で野菜の収穫、その野菜を使ってのバーベキュー、クラフト作成などを

行います。参加者は車椅子が必要な方を含め１０名です。スタッフボランティアは１６名参加します。 

  

２、サンホームギャラリー  
「聖句書道展」をみとキリスト教会佐藤義行牧師の協力により今年も開催します。 

サンホーム 1 階のギャラリーで７月１日(火)から 7 月１５日（火）まで開催します。聖書のことばが書道

（一部絵画もあります）によってどのように表現されているか。聖句に親しむためにも一度ご覧になって

みてはいかがでしょうか。 

なお、作品は全国から集められており、大阪、神戸、新潟、川口、金沢、東京などでも作品展が開催され

ます。 

 

 

 

 

「きみのままでいいんだよ」 
濱添吉生 

主人公がサラという女の子の絵本を借りて読みまし

た。この絵本に出てくるさまざまな動物のように周り

の人と自分を比べて、自分もあの人みたいだったらい

いなぁと、また、他の人が持っているものに自分にな

いことに、自分はダメだ、と悲しい気持ちになるサラ。 

しかし、そんな時、なりたい自分に無理になったと

しても、本当の自分らしさはほど遠い別のだれかにな

ってしまうでしょう、というお話です。このようなこ

とを感じたことはありませんか。みんなちがって、みんなすばらしい。そのままでとても価値があり、ひと

りひとりを大切に思っている、と神さまが語りかけていることを知りました。 
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連載 ＮＯ ４４「私の独り言」 
           望月治子さん 

 

実はわたしは独り言の名人です 何時もぶつぶつ

と自分自身に話しかけています。仕事をしながらも、

数字の確認や復唱しながら一人で納得したりしてい

ます。お店で買い物をする折も「これ安いね」「見た

目悪いのに高いね」等と言いながら買い物籠に入れ

ています。他人は私を見て「変わり者」だと思って

いるでしょう。ひょっとしたらボケの始まりか

も・・・・（人前でのおしゃべりは苦手ですけど、独

り言は得意です。） 

 子供が独立して、主人と二人きりの生活になって

からは小鳥とよくお喋りします。十数年飼っている

カナリヤ（名前はカイ）と会話をしています。カイ

は末娘の主人の実家で生れて我が家にきましたが、

カイと入れ替わりに娘が嫁いでゆきました。カイは

二人にとってはキュピットだったのでしょう。その

カイを私たちが寂しくなるだろうと思って我が家に

持って来てくれました。その頃は美しい声でよく鳴

いていましたが、近頃は歌を忘れたカナリヤです。

朝一番に「おはよう」（主人には朝の挨拶はしないの

に）と「よく眠れましたか、今日は暑いのでシャワ

ーを浴びようね」と声を掛けり色々と話しかけます。

今年の春先より元気がなくなり足先が曲がり爪が折

れたりして何か元気がなく心配でした。 

 カイの鳥かごはよく日の当たる２階の窓際にあり

ます。その窓の外に雀がやってきます。古米をお皿

に入れておいて置くと雀たちがチュンチュンと賑や

かに食べに来ます、それにカイも刺激を受け大好き

なレタスをよく食べ少しずつ元気を取り戻してきま

した。これからも私の独り言を聞いてね、そして美

しい鳴き声が聞けるのを楽しみにしているよ。 
 

 

メネット会長をお受けして 
大谷美佐子 

 

今年度メネット会のお世話をさ

せていただく事となりました。 

皆様のお役に立てるか不安です

が精一杯努めさせていただきます。 

行事予定は、メンの行事に参加し

協力することとします。 

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

第１回メネット会のご案内 

  ７月１７日（木）午後４時～６時 サンホーム 

     ＊ １年間の計画 

     ＊ 「ペンギンの折紙制作と発送の準備」 

        ホッチキスをご持参ください 
 

西日本区大会メネット会報告 
伊藤玲子 

第 11 回西日本区大会 奈良 100 年会館 

メネットアワー 

（メネットの笑顔は、Y’s の宝物） 

 

第 1 部   

司会 内田彩子 （奈良） 

 開会宣言 

 事業主任 林成子（奈良） 

 メネットソング 「メネット

のねがい」 

 事業報告・会計報告 

 エイズピンバッジ募金 160,500 円、次期地域奉

仕・環境事業主任へ受け渡し。 

 次期各部メネット事業主査の挨拶 

 

第 2 部 

 ミニコンサート 宋
ソン

 茜
チェン

 さん 

中国・上海生まれの方 

 平城山、中国の子守歌、里の秋その他５曲 中国

語も交えて熱唱でした。 

 楽しいひとときをすごす、出席者は１３１名でし

た。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  初田真佐子 １９ＸＸ年 ７月１２日生 

新本 力子 １９ＸＸ年 ７月２１日生           結婚記念日の方はおられません 

横田 憲子 １９４８年 ７月２７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。                    中堀 清哲 広報事業主任 
                                

 西日本区強調月間  kick-off・EMC-C  
例会の充実、親睦と奉仕、自己研鑽、おおいにビジョンを語ろう 

                                  阪田 民明 EMC 事業主任 

                     

                

７７月月－－８８月月のの予予定定  

  

77 月月   
７月 4 日（金）第 2 例会東 YMCA  

７月１６日（木） 第１例会 サンホーム６階 

            kick―off 例会 

第１回部長公式訪問 

７月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

７月２６日(土) なごみ 

  

88 月月   
8 月 1 日（金）第 2 例会東 YMCA  

８月２８日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

8 月 30 日(土) なごみ 

８月３１日（日） 第１例会 サンホーム６階 

リーダー招待納涼例会 

  

  

  

  

  

  

 
第 34 期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:山内 信三 副会長:芳澤 伸之 書 記:初田 稔・田中 惟介 会 計:尾北 昇・大谷美佐子 

メネット会長:大谷美佐子 直前会長:丸尾 欽造 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 
６月からブリテン編集に、濃密に関わることになった。稀にある商い仕事ですら 暑いの寒いの 納期のう

るさいのは御免だなどと 気まま暮らしに慣れてしまった身には 毎月の発行はかなり辛い思いがする。 

３０余年、携わってきた初田編集長のご苦労を改めてしみじみ思う。編集長の指針に従って、教習中である

が、教習期間が長く続けばいい。そのうち編集長が匙を投げ、罷免してくれるだろう。やっぱり逃げてるなぁ。 

編集長の体調を思い、早く習熟することにしよう。                      翼 

 

納涼例会のお知らせ 
 

今年の納涼例会は８月３１日(日)に

行います。 

時間や参加費は未定ですが、今から参

加を予定しておいてください。 

 

当日に行いますオークション用の品

物も今から確保して置いてください。

 

楽しいイベントで充実した一日を過

ごしましょう。 


