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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】 マタイによる福音書 6 章 26 節 （選・解説 岩坂正雄） 

｢空の鳥を見るが良い。播くことも、刈ることもせず、倉にとり入れることもしない。それだのに、 
あなたがたの天の父は彼らを養っていてくださる。｣ 

――私たちの生きる価値を何におくか、を考えさせられる聖句です。―― 
           

「初田さんを偲んで」 
      尾北 昇 

                

ちょうど 3 年前に河内ワイズメンズクラブの例会

に参加した時の会長が初田さんでした。 

今日も「ワイズ例会をみんなで楽しもう！！」と

いう一言で会を盛り上げられました。演出も工夫さ

れ、最初緊張して参加していた私も気が楽になり、楽しく過ごせた

ことを思い出します。よくヨンさまの仮面をかぶって登場され、みん

なをあっと言わせ雰囲気を和ませてくださいました。 

らくらく車椅子登山や、レインボークラブ（障害者外出支援プログ

ラム）、わいわいフェスティバルなどの地域支援プログラムにも参加

され、YMCA 活動の写真による公式記録を残してくださいました。 

いつもにこやかにサンホームの入居者にも接してくださり、サン

ホーム居酒屋で飲み物の注文取りや料理運びをしてくださった姿

も目に残っています。 

ありがとうございました。 

初田さん。一人ひとりのこころにあなたはいつまでも生きていま

す。 

 

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        ５名 10 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 １０月分 １０月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ２８名 累計 14500 円 0 円 １６３３５円 
メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １０名 切手 ０g 累    計 累    計 
９ 月 の 出 席 率 ８６．４％ ９月の全出席者 ３８名 累計 ５９０g 0 円 ５９５３５円 

 

11 月例会プログラム 
 １１月 20日（木）サンホーム6Ｆ 

    

司会        望月 強君 
開会点鐘      山内 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     山内 会長 

インフォメーション  各 担 当 

誕生・結婚祝     山内 会長 

 

食前感謝      濱添吉生君  

食 事       一   同  

ゲストスピーチ 

 ｢家庭と職場での省エネ大作戦｣ 

         細見俊雄ワイズ      

ニコニコアワー 

ＹＭＣＡの歌    一   同 

閉会挨拶・点鐘    芳澤副会長 
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 １０月例会報告  --サンホーム ６階 －         
      ２００８年 10 月 16 日（木）18:30～20:30 

 記録 丸尾 欽造 

出席者(敬称略) 

メ ン 青野・伊藤・岩坂・大谷・尾北・加藤・佐古・新本 

田中・中野・濱添・藤井・丸尾・宮本・望月・山内 

横田・芳澤 

メネット青野・伊藤・丸尾・望月 

コメット青野李之助ちゃん  
ゲスト＆ビジター  

今井利子（なかのしま）・松岡虔一（サウス） 

増石広之（ヴェクセル）・鈴木璋三（サウス） 
中西良介        以上 ２8 名     

司会・中野義彦君が定刻を告げ、山内信三会長の開会

点鐘。藤井敬子さんの聖句朗読で気持ちを引き締め

た。青野李之助ちゃんの紹介では拍手が沸き起こった。

また「にわかパパ」があちこちでお守りする和やかな

光景はいいものだった。鈴木璋三社会奉仕・環境事業

主査から「CO²」削減への取り組み解説や各委員より

の情報伝達がされた。晩餐は佐古至弘君の調達、「松

茸ごはん」でちょっぴり秋らしい季節感と香りを届け

ていただいた。 

 

「これからの大阪府」・橋下徹知事が目指すもの     
お話: 青野剛暁 君 

 クラブで最も若いメンバーである青野剛暁君(大阪

府議会議員)が「これからの大阪府」・サブタイトル「橋

下知事の目指すもの」と題して、渦中の「大阪府政」に

焦点を当てて講話いただいた。亜希子メネットもお久

しぶり、そして長男「李之助(りんのすけ)」君は初登

壇?である。生後５ヶ月は最若年ビジターとしてクラブ

の記録を塗り替えたのだ。 

「若者は政治に無関心と言われるがそうではなくきっ

かけがないだけ」と、彼を政治家へと歩ませた過程で

開花してゆく「若者と政治」について語り始めた。政治

には無縁の家庭、学生時代から地元で選挙の応援な

どを楽しくやっていたそんな彼が周りから押し出され

て２０代半ばで市会議員へ、そして府議会議員に。政治

の世界の閉鎖性、若い者を受け入れようとする土壌

が希薄な中で、遠い未来を担ってゆく若者の立場から

政治に関わることの大切さを仲間とともに悟り、彼を

動かせた。そんな３４歳の彼が奉じる大阪府政への視

点とお働きについてお話を関心深く聞かせていただ

いたわけである。 

 政治に携わる方の発言は影響力も強く、記録子とし

ては断定や憶測につながる表現にならないようにと

筆が重い。彼の深慮遠望にわたるテーマを思い起こ

していただく範囲にとどめることをお許し願いたい。 

 さて本題へと及ぶ。府と市の重複行政の実態、そこ

から派生する住民負担の問題、例えば府下における自

治体ごとに異なる水道料金のおおきな格差など、こ

と細かくその背景を説明された。他の行政事業におい

ても同様なケースの例があり、事業統廃合への課題

に触れられた。「統廃合」のテーマについては、橋下知

事自身もその推進に積極的に取り組む姿勢を示され

ているようである。市営地下鉄も大阪市内が中心で、

相互乗り入れなど課題が残るようである。府と市の垣

根、住民からすれば府議であれ市議であれ、府や市の

どちらにも対応してもらいたい願いがある。 

今、大阪府の膨大な赤字財政、なぜそうなったのだ

ろうか。お話では、国からの直轄事業によるツケに起

因していることを知らされた。「地方分権」が確立され

なければ「大阪」はよくならないのではとの考え方を

伺い知ることができた。 

橋下知事の誕生によって大阪府政はどのように変

わったのであろうか。「話が話として話し合える」よう

になった。また、「府政」をお茶の間に届けられている

ことは、橋下さんだからできるすばらしいことである。

自分の実力で選挙を勝ち抜いた「強み」が橋下知事

にあり、当初の応援会派にとどまらず雪崩現象で応援

するようになっている。何事も自ら見て納得しなけれ

ば動かない姿勢をもたれているとのことである。知

事とは共に若い世代にあり、議員活動がとてもしやす

くなったと、青野議員は語られた。青野さんの学んだ

小阪小学校は早くから手作りの「校庭芝生化」、橋下

知事も視察されたとか。「教育問題」でも、小学校と中

学校の「連携」がうまくいっていないなど問題も多く、

子弟を私学に入れる教育行政に携わる関係者の多さ

からみても、公立学校の在り方が問われる。 

「大阪湾の環境問題」に取り組むのが青野議員のビ

ジョン。荒れ果てた海底の修復によって、昔の豊かな

魚介の棲む大阪湾にしたいと、カタクチイワシの水揚

げアルバイトをされていた頃の様子をベースに熱く語

られて結ばれた。 

終始立ったまま、ゼスチャーを交えての日常的な語

り口はテンポもよく、とても聞きやすいものでした。歴

史的な建造物である「大阪府廰」見学もご案内いた

だき、ご一緒できそうです。 
  

                         
 

 
 

 

熱 く 語 る 

青野Ｙｓ 

 

                青野メネットと 

りんのすけ君                  

 

 

 

 

 

 

 

結婚記念日のお祝いを手に    司会する中野Ｙｓ 

 

         

 

 

さぁ～ にこにこアワーの   

始まりだよ～～～ 

  録音！ 開始！ 
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にこにこ語録（10 月例会) 敬称略 

            テープ起稿 大谷 美佐子 

 

増石（ベクセル）久ぶりに来ました。河内の活気を感じ  

   ています。  
鈴木（サウス） 環境マラソンどうぞ宜し

くお願いします。 

松岡（サウス） 大変季節感のあるラ

ンチョンマット持って帰ります。  

今井（なかのしま） 今政治が面白く

て仕方がないのです、先ほどの人権整理は失

業率に関係するのかお聞きしたかったのです

がまたの機会にします。  

新本 どうも有難う御座いました。  

伊藤 今度の選挙は良く考えて投票したいと思いま

す。 

浜添 サンホームもエコに取り組んでおります。サッ

カーの方も宜しくお願いします。    

佐古 奈良県ですのであまり関係が無いのです。奈

良は保守的な県です。選挙のときには良く考え

たいと思います。  

横田 橋本知事とご一緒に改革を進めていただきま

すよう期待します。 

田中 お弁当はマツタケ入り、お昼はご近所から国

産松茸を頂き、吸い物、松茸ご飯、焼き松茸で

今日は秋らしい、素晴らしい良い日でした。 

藤井 娘が「学校の先輩で男前の若い人が選挙に出

るらしいので投票してね」と言ったのが青野さ

んでした。今後共宜しくお願いします。 

  

望月 青野先生有難う御座いました。私は水関係を 

   扱っていますのでまた意見をメールで送らせ 

ていただきます。         

大谷 私の知人に大阪府水道局のＯＢ

の方がいらっしるんです。興味深

くお話聞かせていただきました。 

尾北 大阪府の府社共で社会貢献事

業をしています。 

   それは生活保護をなかなか受けられない方

がいた場合緊急の資金援助する事業で，その

方との面接をするコミニティワーカーの雇用

をしています、大阪府より２０～３０人の人件費

が全てカットされるので困っています。それぞ

れの施設・法人でなんとかカバーしようという

働きをしています。何とか復活していただけた

らと思っています。 

望月メ 有難うございました。よくわかる行政のお話

で頑張ってください。 

伊藤メ 李之助ちゃんすくすくと大きくなっていらっ

しゃって久しぶりに可愛い赤ちゃん抱かせてい

ただきました。大阪湾の穴の開いているところ

ガッと埋めて生きているうちに美味しいお魚食

べたいです。 

加藤 とても解りやすくて楽しいお話でした。有難う

御座います。 

宮本 行政の縦割り、感じることがあります。書類を

持って行くにも担当の方が居ないといけない、

紙一枚渡すだけであってもあづかってくれな

い、役所って面白いですね、これを橋本知事は

改革しょうとしているのですね。 

あさっての和歌山行き宜しくお願いします。  

芳澤 李之助君は私のことパパだと思っています。

有り難う御座いました。 

青野 ２６日に商大の「御厨祭」があり，小阪、宝持，新

家、御厨，小若江、西堤、６台が集まり一日だん

じり囃子で盛り上げるのです。その後３時から４

時ぐらいに小阪駅のあたりを連なって駅の南

側で６台集合しょうと計画しています。ロシアの

方にも見てもらえたらと思います。その辺ご協

力出来る事がありましたらご連絡ください。 

中野 久し振りに生駒山の登りました、大阪の方をみ

てなんと小さい府だと…。 

丸尾 １時間あまりの先生の「後援会」ではなくて「講

演会」 でした。有り難うございました。 

山内 財団法人の解散のことで府庁に通っているの

ですけど、府庁の建物が古くて良いです。  

 

にこにこ合計は￥16,335－でした。 

 
第３4 期 第５回役員会報告 

“楽しく充実したクラブライフを” 

日本区強調月間 ＰＲ Wellness 
２００８年 10 月 23 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者  
山内・丸尾・田中・宮本・横田・加藤・ 

芳澤・望月・佐古・伊藤 

11 月例会 11 月２０日（木） サンホーム 

担当：B グループ  

横田・岩坂・大藪・望月・濱添・芳澤・加藤  

ゲストスピーチ (公開講演会) 

―STOP the 温暖化 

   家庭と職場での省エネ大作戦― 

  講師 細見 俊雄 Ys 神戸ポートクラブ   

例会役割分担 
 司   会    望月 強君  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       加藤寿枝君＆芳澤伸之君    

 受  付     岩坂正雄君         

12 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく                山内信三君 

役員会報告                  田中惟介君  

例会報告                    横田憲子君 

Ｙニュース                 鈴木 えみ さん 

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)       尾北 松子 さん 

にこにこテープ起し              芳澤伸之君 

巻頭言                      正野忠之君 

審議事項・連絡事項 
《審議事項》 
1. じゃがいも販売  

１０/２３現在 じゃがいも１５０ケース、かぼちゃ 

２ケースが残っている。一層のご尽力を求む。 

2. １２月例会について 

    食事は食生活創造室の都合を確認する（会長) 
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企画立案は宮本事業委員長、例会担当班長（Ｃ班）、 

   メネット会に一任。11 月役員会迄に骨子を作成。 

３．阪和部ＣＳ・環境事業、ウエルネス事業 

   取り組み記録報告資料をメンバーへ配布。 

4.タチアナさん歓迎会の件 

   ２５日 関空到着予定 

オルガさんの歓迎会出席者へご案内する。 

   前例に習いクラブから５万円補助する。 

   その他のスケジュールは当人の希望を聞いた上 

   決定する。複数の計画は出来ている。 

5.ロビー展 

   鋭意 チラシ作成等準備にかかる。 

   本来の目的（チャリティ）に重点を置く。 

6.１１月のスケジュール 

   ＹＹボーリング 

    参加予定者 横田、正野、新本、尾北、山内 

藤井、丸尾、タチアナ 

   チャリティラン 設営・警備担当 

    ７時３０分会場集合 

    お茶・オニギリは３５人分用意する（丸尾） 

   大阪クラブ周年記念にお祝い金 1 万円用意する 

７．今池グランド照明の件 

   メーター切り替え器具設置費用の内６万円を支援 

する 

8.その他 

   ①初田君を偲ぶ会 一月を目処に行う。 

発起人(伊藤、新本、佐古、岩坂)に一任。 

   ②書記の選任は田中に一任。信任投票はしない。 

   ③ブリテン編集長は田中に任命 

   ④YMCA ユースファンドの件は更に検討する。 

中西部・阪和部合同 

EMC・広報・交流シンポジウム報告 正野忠之 

１０月１１日、南 YMCA ライブラリにて、中西部・阪和部

合同 EMC・広報・交流シンポジウムが開催されました。

西日本区２０００推進チームより、森本榮三委員長、

阪田民明EMC事業主任、澤田賢司ワイズ（前ＥＭＣ事

業主任）、遠藤通寛ワイズ（阪和部直前部長）、新山

兼司ワイズ（京都部直前部長）を招き、井上巌中西

部長の開会点鐘により開会されました。 

最初に阪田 EMC 事業主任が「ＥＭＣ」に関してスピー

チを行い、続いて「DVD で学ぶ例会の持ち方」あり

方を鑑賞、森本委員長がＤＶＤ制作過程と例会の持

ち方について、澤田ワイズが「会員増強に定説な

し」、新山ワイズが「入会者オリエンテ―ションの必

要性」をそれぞれテーマにしてスピーチが行われ

ました。 

ＥＭＣはワイズにとって継続されたテーマであり、約

１００名の出席者は熱心に聞き入っていました。河内

クラブでも近々ＤＶＤ鑑賞を行う予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

阪田民明ＥＭＣ主任のスピーチ 

 

 

ＮＰＯ法人 ｢輪｣  
日帰り旅行支援報告  田中 惟介 

１０月１８日（土） 宮本Ｙｓが主催する上記法人の日

帰り旅行を支援し、和歌山マリーナシティへ行って

きました。前日と打って変わって素晴らしい秋晴れ。 

マイクロバスやワイズ提供の車両等5台に分乗しス

タッフ，作業生、ワイズの総勢２０名、黒潮市場での

食事、買い物。ポルトヨーロッパ(遊園地)での乗り物

等を楽しみました。皆明るく、感謝に満ちた素晴らし

い交流が出来 次回の企画を楽しみにしておられ

るようでした。 

ワイズからは 藤井・芳澤・丸尾夫妻・田中の５名で

した。  

 
（全員集合。） 

 

さぁ  

どっちへ行こうか？ 

 

 

  

 

 

 

 

 

（自己紹介。アイスブレークは要らないくらいに 

打ち解けて、笑いが一杯でした。） 

 

ゲストスピーカー細見俊雄氏のプロフィール 

略歴 

１９４７年５月１９日 神戸市にて誕生 

１９６６年４月   関西学院商学部 入学 

１９７０年４月   同大学院修士課程に進む 

１９７３年４月   東洋電機（㈱） 入社 

１９８６年６月   東洋電機（㈱） 退社 

        タイヨー電機(㈱)起業 

２００２年２月   (㈱)フェルコ 起業 

２００７年１月   ボヘミアン・エネルギー 

管理士事務所設立 

 資格 

 エネルギー管理士 

(財)省エネセンター省エネ普及指導員 他 

趣味 

球技・スキー・海釣り・音楽鑑賞・読書 

血液型 

Ｂ型 
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「私にできること」  

 大阪東 YMCA 桃の里 

瀧中 慎介 

                               2008 年度も皆さんの暖かい見守りの中で、無事に半年

が過ぎ、10 月より後期クラスがスタートしました。本当に大きな事故などがなくプログラムが行えて

いることに日々感謝いたしております。  

しかし、世間では、人が家族や見ず知らずの人を傷つけたり、地球環境が破壊されたり、などの悲し

いニュースが飛び交い、少し生きづらい世の中になってしまっているのではないかと感じることがあり

ます。そんな社会情勢の中で、我々ＹＭＣＡスタッフに何ができるのか？大きな問題過ぎて、我関せず

で、やり過ごそうかとも考えたりもします。そんな時に、昨年度に総合研究所タスクチームに参加した

時に、紹介していただいた絵本のことを思い出しました。 

題名：『ハチドリのひとしずく（辻 信一監修 光文社）』 

 アマゾンに伝わる神話、ハチドリの物語・・・ 
『ある時、アマゾンの森が燃えていた。 大きくて強い動物たちは我先にと逃げていった。 
しかしクリキンディ（金の鳥）と呼ばれる小さいハチドリだけが、そこに残った。 

そして、 口ばしに１滴ずつ水を含んでは、飛んでいって燃えている森の上に落とした。 

また戻ってきては、水滴を持ってゆく。 

それを繰り返すクリキンディを見て、大きくて強い動物たちは、馬鹿にして笑った。 

「そんなことをして、森の火が消えるとでも思っているのか」。クリキンディはこう答えた。 

「私は、 私にできることをしているの」 
私も大阪ＹＭＣＡの使命を常に志し、ＹＭＣＡスタッフとして、「できることをしていきます。」 

                          

 
１、 イキイキ健康生活セミナー 

11 月２日(日)、16 日(日)、30 日(日)  「楽しく学ぼう、転倒予防体操」 

指導 ＹＭＣＡデイスタッフ 樋口 和久    

＊ご家族、お知り合いの方に参加してもらってください。 

２、 ＹＭＣＡ秋プログラム 

11 月 1 日（土）意岐部フェスタ（意岐部中学校区地域支援事業） 

11 月２日（日）デイサービス外出行事（近隣での買い物とお好み焼き作り） 

     11 月 12 日（水）日野原重明講演会（東大阪市高齢者介護施設会） 

     10 月 30日～11 月 27 日 インフルエンザ予防接種（特養） 

３、世界ＹＭＣＡ・YWCA 合同祈祷週間（11 月９日～１５日） 

世界の YMCA･ＹＷCA が合同で祈祷週間を持っています。 

大阪 YMCAでは毎年大阪YMCA、大阪 YWCA、在日韓国YMCAの３YMCA・ＹＷＣＡが合同で集会を開 

催しております。今年は大阪 YＭCA で下記の日時に合同祈祷週会がもたれます。ご参加をお待 

ちしております。 

テーマ：「自由と平等にうまれて」 ～神に祝福された人権～ 
日 時：２００８年１１月１３日（木）午後６時３０分～８時１５分 

場 所：大阪ＹＭＣＡ チャペル １０階 

*     *     *     *     *     *     

速報；10 月 26 日東 YMCA6 階で Ms Tatiana S.Smagina を迎え歓迎会が持たれました。 

阪和部長、部交流主査他 20 名の集まりでなごやかに報告、懇談が行われました。 

 私の持論を押しつける積もりは全くありませんがワイズメンは International であるのを理解し学習                   
する意欲があるならこのような機会に積極的に参加し 国際性に触れる事をお奨め
します。 
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 惜別の辞  
★あなたが私を河内へ戻してくれた。吉川佳幸君の新婚旅行を企

画して、井上公男君と三夫妻が帯同したのも今は兄弟愛の深い想

い出として残っている。              丸尾欽造                       

★20 数年前、初田さんとジャン卓を数回囲む機会がありました。

フェアで鋭い勝負勘のある手さばきでしたが、ジョークが飛び

交い、楽しい、後味の良いジャン風でした。公私にわたり、１

頭地ぬき出た存在でした。 

好漢、初田さん！ 合掌  山内信三 

★今も声が聞こえてきます。耳からその声が離れません。私の

スポンサーをしていただいた初田さん。頂戴した切り絵を宝物にしてワイズ活動に励

みますね。安らかにお眠りください。     正野忠之   

★今、あなたが作った浮見堂の切り絵を見ながら書いています。一人っ子の主人

は兄弟のようにお付き合いをさせて頂きました。「なせば成る、なさねば成らぬ、

何事も・・・」キット又この度の病魔にも打ち勝ちクラブに帰って来られる事を祈

っていましたが、悔しいです。どうか、天国から奥様の真佐子さまを守ってあげて

くださいね。   望月治子 

★心にポカンと穴が空いてしまいました。初田さん、あ

りがとう！本当にご苦労様でした！最後に在宅生活の

お世話を少しだけでも出来たのが心の救いです。どうぞ 

 私たちを見守り、支えとなって下さい。  芳澤伸之 

★縁の下の力持ちで河内クラブには無くてはならない人でした。お疲れ様で

した。  大谷美佐子 

★良く走りました。与えられた職務を果たしました。 

本当に惜しい人材でした。ああ・・。  新本 英二 

★いつも、これは、どういう意味ですか？どうすればいいのですか？とお聞

きすると 笑顔でお教え頂いた事が今も忘れられません。藤井敬子                        

★あなたは 川の向こうへ行ってしまったのではない、私達の心に生きていつも共に居られます。       

岩坂正雄・千草  

★私たちの願いもむなしく遠い天国に逝ってしまわれた稔さん。大切な宝物を失ってしまいました。 

ご冥福をお祈りいたします。  丸尾初子 

★拝啓 初田稔様  貴方と初めてお会いしたのが、河内クラブ設立準備のときでした。 

その時、ブリテンを作成しようとの話が持ち上がりました。その後、我々は何日も仕事を終えた後、遅くま 

で検討を重ねました。設立準備一号が出来上がったときの達成感・安堵感、と共に皆の笑顔が今も忘れられ 

ません。 それから三十有余年に渡りブリテンに寄与され、色々なお役にも進んで就かれ、人懐こい笑顔で 

つつがなくこなしてこられたことに対し、感に堪えませんでした。 今後、この様なお便りをすることが無 

いと思うと、走馬灯のように貴方の事が偲ばれ、胸にこみあげてくるものがあります。  

やすらかに。       合掌    中野義彦 

★河内クラブのみならず阪和部・西日本区のワイズメンが初田稔メン積極的なお働きを受け役割を達成

された、その一人として心より感謝そして涙また涙。 横田憲子 

★１９７５年大阪河内クラブを私のレストラン“ローリエ”にて設立した当時よりチャータークラブ会員

として 河内クラブの名高いブリテンの編集、製作を３３年間続けられたことに 特に感謝を持ってお礼申

し上げます。東西日本区に大阪河内クラブの名声を轟かしたのも初田さんのブリテン製作のお陰と思います。

又 東ＹＭ、特養サンホームでの運営委員としての的確なご意見、ご発言にも心を打たれることがしばしば

有り 本当に良き委員、友人でありました。 今後も天国から 夢でも良いですから ご意見、ご指導下さ

い。 本当に有難うございました。 安らかにお休み下さい。     合掌   佐古至弘  
★未熟な私にかけて下さった温かい言葉が心に残っています。心よりご冥福をお祈りしています。 

加藤 寿枝 

★いつも私を影から支えて助けて下さいました。あなたの優しいまなざしを忘れません。 

ご冥福をお祈りいたします。宮本桂子 

★夫が部長をしたとき、いつも行動を共にして下さり、又部会をラグビー場でと提案したときにも喜んで賛

成して頂き、夫も自信を持って前進できたこと等々、メネット会長のときに頂いた切り絵の大作と共に心に残

っています。有難うございました。 ご冥福をお祈りいたします。             田中加代子          



 大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー  ２００８年 １１月報  
 

－7－ 

 

 

 

 

「私の独り言」     
連載 ＮＯ 4８ 

大藪 暢子 

惜 別 

 
 天国の入り口に そこまで近づいておられたと

は 欠席がちな私ゆえ 存じませんでした。 
 

 ブラックジョーク！ その後のはにかんだ笑顔

が 今、想い出の中にあります。 
 

 式場に飾られていた“切り絵” なんて素敵！ 

三枚の切り絵が共に旅立っていきました。これから 

どこかで 目にする度 貴兄を 思うことが出来

ます。 
 

 “何でもやってみよう。踏み出すことが大切。”と

いう姿勢に 私も力づけられたものです。 
 

真佐子さん はじめご家族にささえられ、すばらし

い日々であった事でしょう。       合掌 

(次号は尾北メネットの独り言です) 

 

メネット事業通信 第３号より抜粋 
【１．国際プロジェクト】 
ウガンダの首都 カンパラ・ブワンボ地区 

HIV/AIDS 啓発・予防センター開設の支援 
ウガンダへの支援は前年度からの継続となります。

支援金がまだ目標額に達していない為と思われま

す。 国際メネット主任から新たなプロジェクト 

の連絡がありましたときは改めてお知らせします。 

【２．国内プロジェクト】 

発達障がいのある子どもの支援 

発達障がいにかかわる YMCA のリーダー育成 

研修会の助成金を募ります。 
献金先 全国 YMCA 福祉関連事業推進会議  

発達障がい支援部 

１テーマ 発達障がい支援事業リーダー育成研修会 

２日程 ２００９年５月２日（土）、３日（日） 

３場所 熊本 YMCA 阿蘇キャンプ 

４対象 西日本区各 YMCA にて発達障がい支援事 

業に関わるリーダー 

５内容 発達障がい理解及びリーダー交流 

 

各部のメネットアワー、合同メネット会、また、

部会の懇親会での献金など、これまでにもたくさん

のご献金をいただき感謝申し上げます。かなり目標

額に近づいておりますが、あとひといきです。若い

リーダーを１人でも多く阿蘇キャンプに送り、研修

を積んでいただければと願っています。 
 

 

 

 

 

 

 

望月 強 

追 悼 

このコーナーに初田さんを追悼文を書くとは、思い

もよらぬ事です。 

同じ年頃の子供を持ち、子供をＹＭＣＡに預けた

事が縁で、当時のＹＭＣＡ仙波主事に勧められてワ

イズに同じ頃に入会しました。当時、酒屋で飲むの

は、私は酒、彼はビールと決まっていました。どち

らも頑固で同調する事がなかった。ブリテン印刷も

写真を重視する私と文字の鮮明さを重視する彼とは

何時も意見の相違がありました。 

 何時頃からか初田ご夫婦を日本区大会に強引に誘

うようになりました。北海道は帯広で開催されたア

ジア大会と東西に区が分かれる前の日本区大会と、

それ以外に一度と都合３回も旅を楽しみました。九

州には部会に参加を口実に物見遊山に２夫婦で旅を

楽しみました。四国ではワイズの大会がありません

が、一昨年に四万十川でカヌーで川下を楽しみまし

た。帰りには桂浜が夕日で沈む写真を撮る為に彼は

何時間も粘ってその一瞬をカメラにおさめました。

初田さんの撮影された写真が今も私の部屋を飾って

います。初田夫妻との旅はそれが最後になりました。 

 昨年に西日本区の書記を引き受ける際に、初田さ

んと相談して、彼が全面協力しましょうと云う事で

話がまとまりました。全ての会合に彼は付き添って

頂き助けて頂きました。書記のやるべき仕事の大半

を押し付けた形になりました。西日本区の情報委員

長の責務をこなしながらの事務局の働きは大変です、

私が初田さんの命を縮めたように思えます。何事に

も一度引き受けたら努力し最後までやり通す初田さ

んを尊敬していました。私にとって初田さんを亡く

した事は右手をもぎ取られた思いです。何時も原稿

が書き上がるとメールで初田さんに送り添削して頂

いていました。すると彼から赤文字で「てにをは」

を直し文章を組み替えて返事が来ます。もうそれは

出来ません。 
 

「初田さんの事を思い出しながら書いてたら涙が出

てきてしもうた、文章はこれでエエカ？悪いところ

は あんたでなおしといてや・・・・」 
 

（次号のコラムは山内ワイズです） 

第８回 チャリティロビー展 

作品募集中 

河内クラブ年末恒例のロビー展。応募用紙の 

お求めはサンホーム又は望月まで・・・・・ 

出展料５００円はクリスマス献金に捧げます。 

 

ふるって ご応募下さい。 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

   

山内たりほ １９ＸＸ年１１月 ８日生        佐古 至弘＆利 子夫妻 １１月 ２日 

        初田  稔＆真佐子夫妻 １１月２３日 

        尾北  昇＆松 子夫妻 １１月２３日 

望月  強＆治 子夫妻 １１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。               中堀 清哲 広報事業主任 
 

 西日本区強調月間  P R Wellness 
 誇りと自信をもってワイズダムの活動を地域の人々にアピールしましょう。存在感を示すのです。 

中堀 清哲 広報事業主任          

                     

                

1111 月月－－1122 月月のの予予定定  

  

1111 月月                              1122 月月    

  
１１１１月月１１日日（（土土））YYYY ボボーーリリンンググ大大会会                        １１２２月月５５日日（（金金））第 2 例会東 YMCA  

１１１１月月７７日日（（金金））第 2 例会東 YMCA                        １2 月 11 日（木） 役員会 サンホーム 6 階  

１１月８日（土）大阪クラブ８０周年記念例会        １１22 月月１１４４日日（（日日））クリスマス例会 

           スイスホテル南海大阪           １２月２６日(金) ブリテン発送               

  １1 月２０日（木）第１例会 サンホーム 6 階 

１１月２４日（月）第１４回チャリティラン            

  １1 月 27 日（木） 役員会 サンホーム 6 階 

  １1 月 29 日（土）なごみ 

        ロビー展 １２月１４日まで 

 

 
  

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  （今は しばし風は吹かない・・・） 
ブリテン編集について相談があります。私に残された時間はそんなに多くはなさそうです。 

都合を付けておいでくださいませんか。色々な打合せをしたいと思います。 Sat, 17 May 2008 10:49:09 +0900 

 

 ５月の半ばにこの様なメールを受信した。驚いて駆けつけると ブリテンの編集長を引き受けろと言

う。とんでもない、編集を手伝うことには異論はないが 編集方針とか諸々についてはあくまで貴兄が長

であるべきだと慰留した。それに、多少はいじれてもＰＣの操作等について教わることが一杯あるのだか

らと。７月・８月号も私の編集と彼のを比較し 彼の判断で編集長のもので発行した。９月になって少し

は私の部分も採用された。１０月号。写真の処理を修整し、これで良い、とあとは全て採用してくれた。 

ＨＰへの貼り付けは 即刻処理してくれた。この欄に“掴り立ちが出来た”と書いた所以である。 

 宛名シールの作成やクラブ書記としての資料や周年記念の文献等教わることはまだまだあるねと言っ

ていたのに 彼は早足で逝ってしまった。 

                     謹んでご冥福をお祈りいたします。 

                   まだまだ飛べない 鳥 


