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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】 イザヤ書 40 章 30 節～31 節 （選・解説 岩坂正雄） 

｢年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、 
鷲のように翼をはって、のぼることができる｣ 

――いろいろの問題にとりかこまれて疲れることがあっても、 
ワイズダムの精神に立てば新しい力が得られることを信じましょう―― 

   「

機により、原油を

巻頭言」            中野義彦 

 リーマン、ブラザーズの破綻、サブプライズ

問題、ビッグ３の経営の行き詰まりと、昨年後

半におきた経済危機により、派遣社員の契約の

打ち切り、正社員に対しても、解雇、減給と、

暗い越年となりました。新しい年を迎えても大

幅な売上高の減少により、世界的に不景気の嵐

が吹き荒れています。投資と言い換えられた投

初めとした金属等の素材に投機資金が先物取引

に投入され、現状経済を上回る歴史的な高値となり、上記の破綻

を引き起こす一因となりました。 

先日、オバマ米大統領が就任し、チェンジ(改革、変革）を推

し進めると、演説にありました、日本でも、ヨーロッパにおいて

も、改革が叫ばれており、まさに世界的に、政治、経済を初め諸々

に改革が進む時代かと思っております。我々河内クラブにおいて

も、３０数年を経、一月例会で鑑賞したＤＶＤを参考にした、河

内クラブらしい例会の進め方をし、毎月のプログラムを企画実行

に参加することが、我々に求められるのでは、と感じております。

今月例会において、次期役員が選考されますが、投機を投資と言

い換えるような、言葉の変換でなく、会則に忠実に、素直に読み、

和顔愛語を心がけ、一人ひとりが役員に協力しあうことが大切で

はないでしょうか。 

会 員 数 ２1 名 ゲスト＆ビジター        
 

２名 1 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 ８０００円 １月分 １月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ２３名 累計 32500 円 0 円 ２００００円

メ ー ク ア ッ プ ０名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０g 累    計 累    計 
1 月 の 出 席 率 ８５．７％ 1 月の全出席者 ３２名 累計 ５９０g 0 円 １０３３３５円

 

2 月例会プログラム 
 ２月１９日（木）サンホーム 6Ｆ 

TOF.CS.FF 

      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 

オークションからの献金  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・歓談        一  同  

役員選挙 

次期役員挨拶 

メンバースピーチ 

にこにこアワー 

YMCA の歌         一  同

閉会挨拶・点鐘     芳澤副会長 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 
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 １月例会報告  --サンホーム ６階 －         ▽みんな緊張されているのでは。披露宴みたいな 

固苦しさを感じることはないだろうか。 
      ２００９年 1 月 15 日（日）18:30～20:30 

▽ワイズにとって例会会場を確保する苦労は大変 
 記録 丸尾欽造 

である。 
出席者(敬称略) 

▼その他の感想として 
メ ン 伊藤・尾北・加藤・佐古・新本・田中・中野 

▽第２例会となっていたが、同様な例会として第１ 丸尾・宮本・望月・山内・横田・芳澤・石田 
例会があるなら負担にならないか。 正野・岩坂・濱添・大谷 

▽ビッグなクラブとの DBC 締結は負担にはならな メネット伊藤・丸尾・新本 

ゲスト＆ビジター  いだろうか。 
今井利子（なかのしま）・松岡虔一（サウス） ▽５０人レベルと２０人レベルでは、雰囲気づくりで 
             以上 23 名 同じ形にはまりにくい。 

「DVD で学ぶ例会のもち方」を観賞                                ▽メネットの出席が見受けられないが、メネットの 
  新しい年を迎えてそれぞれが清々しいお顔で例会

会場に集まりました。司会の新本英二君の年頭に相応

しい引き締まった進行にうながされて、山内信三会長

が力強く開会点鐘されたのでした。そして、昨今の迎

春模様について自らの家庭の様子を語られ、数年前

まではみんな揃ってお正月を迎えていたが、今では

家族それぞれが自分の迎え方をする個人志向型にな

ったと、年頭所感は世相感にふれるものでした。 

出席は啓蒙されていないのか。 

▽席が固定化する傾向はないか。 

▽外部から来られた方が本当に楽しんでおられる 

かどうか、我々もチェックが必要である。 

▼河内クラブの例会を振り返る意見として 

▽ＹＭＣＡ内にすばらしい例会場があり恵まれてい 

る。 

▽ＹＭＣＡにつながる様々な年代の方々を常にお 
 例会プログラムは、DVD による例会の在り方を学ぶ

勉強会でした。この DVD は、例会という大切な「場」の

持ち方はどうあるべきか、どのような工夫が必要なの

かなど、例会の運営、会員の心構えなどについて考え

てみるツールとして、西日本区２０００推進チームが京

都パレスクラブの例会風景を映像化されたものです。

映し出される例会風景に見入っていると、京都パレス

クラブの例会に出席しているかのような錯覚に陥りま

したが、ワイズメンとして大切な義務は「例会への出

席」であると、冒頭からいきなりパンチが飛んできまし

た。ホテルを会場とされていることによる差異は当然

ありましたが、鑑賞後の意見交換では皆さんから概ね

次のような感想が述べられていました。 

迎えすることができる。 

▽例会担当は、３チームが順番に担当し、ドライバ 

ーとしての役割をもつ。 

▽河内らしいスタイルの中に楽しもうという感覚 

ができている。 

▽席が固定化している。時にはテ―ブルセットの形 

状に変化があってもいい。 

など、全体を通して似かよった意見も多々ありました

が、ほとんどの出席者が例会に対する考え方を述べ、

あわせてチェックすることができたのではと感じま

す。 

最後に、山内信三会長は、あるＴＶ局の番組からの引

用として、「相手を批判する会話は離婚へ発展する危

険度が高く、さらに、相手を見下す言動は離婚を決定

的にする」と、述べ、「ワイズも家族同様ですが、この

ことを考えてゆきたいものです」と例会を締めくくら

れました。我々自らを振り返る上でも「例会を学ぶ」の

テーマに沿った意義深い例会であったと言えましょう。

「語り合う例会」はいいものでした。体調回復された石

田鐡一君の出席はみんなの喜びでした。 

▼学ぶべきこととして 

 ▽その日のうちに評価会の実施や欠席者へのケ 

アーはすばらしい。 

 ▽各委員会報告は、正面演壇から伝えられ活発な 

情報伝達の徹底は学ぶべき。 

 ▽ゲスト・スピーカーへの対応は礼儀正しく、バナー 

贈呈もワイズらしい。 

▽ドライバーが定着し機能しているように見受けら  
れる。 尚、ここで述べられた感想は、

DVD に観るひとつのモデルケー

スに対する感想であり、当該クラ

ブに対する評価や提言の意図

はございませんので、ご関係す

る方々にはその点ご斟酌いた

だきますようお断りいたします。 

 ▽バッジ装着の徹底、時間管理の徹底は我々も更 

に留意すべきである。 

▼例会場がホテルである点について 

 ▽会場がホテルの場合、例会コストの比率は高いは 

ず。ＹＭＣＡへの奉仕や事業活動への予算比率に 

問題はないか。 

▽京都スタイル(ホテルでの例会)を各地のクラブ  
に結びつけてしまうと問題もある。いい部分も  

あるが、あくまでひとつの在り方として参考とす  

 べき。 
 ▽使用条件などに制約があり、歌や踊りなど思い 
 切ったプログラムは限度があるのでは。また、借 
 

用時間を超えることは原則としてできないので 
 

 
は。 
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やろ」といっていますが何処まで出来るか判りません にこにこ語録（１月例会) 敬称略 
けど勤務が高槻病院に決まりました。私にとって嬉し              テープ起稿 大谷 美佐子 
い事です。  
松岡（サウス） 読売新聞の報道によればお正月三が 横田 お正月どこにも行かずにおりましたので今日 
日の橿原神宮へのお参りが７５万人、まだ昨日も、 はすごく楽しい日になりました。有り難うございまし 
続々と来て た。  
います。近く 丸尾 河内も本当にす 
に住んでい ばらしいのですがニコニ 
ますので車 コも喋るだけで此れ… 
の出入りが が無ければいいのです 
出来ません が。 
やっと今日 （心にも無い事を献金有り難う御座います） 
ぐらいから静かになってきまして出かける事が出来る 石田 数年振りに出席させていただきました。先月に 
ようになりました。 医者のお墨付きをいただき帰ってきました。出来るだ 
新本 有り難うございます。（・・・司会ご苦労様です）    け出席したいと思っております。 
山内 いろいろ有り難うございました。 田中 ニコニコ用にネタを用意してくるのですがそ 
芳澤 こんな楽しい例会が私の中でどんよりしてき

ました、正野さんより挑戦状を突きつけられ「ハタ」

と目が覚めました。私にはふたりの娘がおりまして

上の娘が回生病院に理学療法士で就職が決まり、下

の娘が今年成人式を迎えました。（おめでとう御座

います） 

れを使えないようにした人がいるので違うネタで・・・・ 

友達に（介護保健証）が来た「お前にも来るぞ」と言 

われていのですが、誕生日がすぎると すぐに来ま 

した。 

これを使わなくていいように頑張りたいものです。 

正野 １０月に初田さんが亡くなられて以来お世話に 
宮本 クリスマス例会、初めての委員長で田中さん初 なった方を４人見送るかたちになりました。先週は人 
め大勢の方々のご協力のもとに何とか無事に努めさ 生初めて同じ日にお通夜があり、同じ日にお葬式が 
せて頂いた事、感謝いたします。娘と孫と私の父とが ありどちらにも出る事ができました。 
年末より最近まで帰省しておりまして大変でした、お 昨年の暮れに弟に子供が生まれました４６０ｇという 
かげで腰を痛めてしまいました。 信じられない数字で世にでました。試練が待っている 
加藤 作業所が２月で１年になります、色んなことが とおもうのですが母親も元気で子供も順調ですので 
あったのですがワイズメンの皆さんに協力していた 明るい話題もあるのかなぁと。 
だいてやってこれました。一月より事業所の方も始め 年賀状で私、独身を卒 
ることになりました、何かとワイズメンの皆さんに協 業しようと・・今年中に 
力していただかないといけないと思いますのでこの は何とかなるのでは 
一年宜しくお願いいたします。 無いかなぁと言う所ま 
岩坂 日赤病院でばったり石田さんに会いまして、あ で行きそうだという 
れから２年以上たつのでしょうね、新年早々ここで出 ことを書きました。 
会ってこれほど嬉しい事はありません。これからもど 年始に芳澤次期会長 
うぞ気をつけてお元気で。 に向けてアピールしたいと思います。 
 （おめでとう！早くメネットさん紹介してくださいね） 
 望月 ドアを開けて入ってくると“石田君がいてる”物 
 すごく嬉しかった、けれど隠しながら今までいました。 
 本当にびっくりしました。家内は北海道から孫が来て 
 いますので欠席です。１月２日、５日と誕生日です家内 
 の分もニコニコ入れておきます。   

佐古 昨年中は教会関係で忙しかったです。お年寄

りを元気付ける為に「餅つき」を１月１８日に行います。   

昨年は、ＹＭＣＡ、サンホーム、ワイズと各イベントに小

阪教会から教会員が参加していただいていますが非

常に楽しい雰囲気だとの感想です。 

伊藤 正野さんから芳澤さんへのメッセージがあっ 

 たのですけどお世話すると言う事も大事です。 

良い方がありましたら紹介していただきますように。  

７７歳になりましたが天国に行くまで頑張りたいです。   

丸尾メ 色々と勉強になるお話をしていただき有り

難うございました。今年第１回例会夫婦そろって元気

にこれた事感謝いたしております。また１回でも多く

そろって参加したいと思います。  今井（なかのしま） お誕生祝い有り難う御座いまし 

た。あまり良い人生ではなかった様ですがワイズで 

は他クラブ訪問でよそのクラブの良い所見せていた 

だき愉しませていただいております。正野さんのお話 

をうけて、孫がお医者さんになります。後は国家試験 

のみです。小児科の新生児の保育器に入れないとい 

けない科を選んでいます「将来性があって楽しい 

伊藤メ 今日は爽やかな初春の例会です、一番に

思いましたのは新本メネットさんの庭で摘んだ季

節のお花です。「山茶花とすいせん」お正月らしく、

いつもお花のお心づかいがすばらしいです。二つ

目は丸尾メンバー手作りの黒豆です。嬉しいです、

今年も夫婦揃って、皆さん共々、気を付けていかせ 
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3 月号ブリテン原稿 ていただきましょう。今井さんお土産有り難うござ

います。 こーひーぶれいく             青野剛暁君 

新本メ 結婚の話やら温もりのあるお話有り難うご

ざいました。 

役員会報告              田中惟介君  

例会報告                岩坂正雄君 

浜添 サンホームに来て３年になるのですがお正月 Ｙニュース           鈴木 えみ さん 

の過ごし方は決まっていし

て、いつも宿直です。来年も

そうなるのでは・・・・。 

サンホームニュース            尾北 昇君 

－４－ 

今年も宜しくお願いします。  

メネットコラム(私の独り言)    中野涌子 さ

ん 

巻頭言                  田中 惟介君 

尾北 サンホームの入所者、 注意！ 原稿締め切りは 2 月２７日です 
普段一人か二人入院されて 審議事項・連絡事項 
いるのですが先週より増え 《審議事項》 
して七人になりました。 1. 次期役員選挙  

欠席者用委任状作成・・書記 

投票用紙・役職氏名掲示作成・・選考委員会 

かなり冷えてきてますので皆 

さんお体にはお気を付けくだ 

さい。 2．3 月例会 

大谷 河内クラブの皆さんの楽しい会話を聞かせて   Ｃ班 紙切りの講師を招聘しクラフトを楽しむ。 
いただいて、やっぱり河内はいいなぁとつくづくお

も 
3．阪和部次期主査 

  正野君をＹサ・ユース主査に推薦。 
いました。  ４.クリスマス例会の評価・会計報告 
中野 昨日ホテルで我々の業界の新年会がありまし

た。８月までは物凄い高値でした、９月に入りガタ

ッと下がり３ヶ月間で２年間の儲けがパァーになり

ました。皆、しょぼんとしてたのですが 「尻まく

って にこやかに元気にやろうや」って言う事でし

た。皆さんも大きい声を張り上げてやっていきまし

ょう。 

評価 概ね好評であった。オークション売り上げ

の半額￥５０２５０－をクリスマス献金に。贈呈は

２月例会の中で行う。 

会計報告 準備された報告書に遺漏があったため 

修正し再度提出する。 

5. 初田稔君を「偲ぶ会」 

 プログラム案に沿って協議した。 
 約６０名の出席を見込む。 
 

 

 
    

 当日 メン・メネットは準備のため１時集合とする。 

6. 阪和部国際理解チャリティツアー 

 三木部長よりチェジュクラブとの懇談の場を持ちた 

いとのオファーがあったので交流事業委員長に設 
 定を依頼する。 

 

 

 

7. ３月１９日にメネット食事会を企画中 

 例会の前に昼食会を計画中である。メンの参加も歓 

迎する。             （大谷） 

8. サウスクラブ 横山 Ys を偲ぶ会のお誘い （正月生まれの おめでたい人達で～す） 

（本日のにこにこ合計は￥20000－でした）  ４月５日（日）３時～５時 南 YMCA にて 
             会費 ￥２０００－ 

第３4 期 第 7 回役員会報告  役員会で配布したペーパーを他の会員にはジャー 

ナルと共に送付する。 申込は各自で行う。 “楽しく充実したクラブライフを” 
9. 車椅子清掃奉仕 日本区強調月間 TOF・CS・FF 
 地域・学校等に呼びかけＣＳとしての転換を図り

たい。                （芳澤） 

２００９年 1 月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者  
10. らくらく車椅子登山 山内・丸尾・田中・芳澤・佐古・伊藤・尾北 

大谷・望月  実行委員会を立ち上げていただきたい。 （会長） 
2 月例会 2 月 19 日（木） サンホーム 11. 第２回阪和部評議会 
担当：B グループ   ２月７日（土） 1；00～3；30  
テーマ 「役員選挙」 出席 山内・丸尾・田中   

    メンバースピーチ 12. 一泊研修会 
    “ティンカーベルの現状と課題”   

 担当委員長は ２月役員会に試案提出を願う。 
例会役割分担 （会長） 
 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      芳澤伸之君 濱添吉生君   

 受  付       会計 ＆ 岩坂正雄君          
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     「スキーキャンプ」 
  

                     東 YMCA ウェルネス 八木 知加  

  

ウエルネスでは、１２月２６日より、長野県戸隠高原でスキーキャンプを行い

ました。毎年、スキーを楽しみにしてくるメンバーと共に今年も楽しいキャン

プとなりました。初日は強い北風が吹く中の講習となりましたが、子ども達は

そんな寒さにも負けず、大好きなスキーを楽しんでいました。最終日には暖か

い太陽の下、頂上からの絶景を眺めながら３日間で成長したスキー技術を披露

し、どの子ども達も満足そうな表情を浮かべていました。今回３日間あったス

キー講習ですが、毎日違った表情を見せるゲレンデの中で、子ども達は肌で自

然を感じ、上手く滑れた喜び、時には転んでしまい悔しがる姿、転んでいるお

友達に声をかける優しさなど、子ども達自身も日々違った表情を見せてくれました。 

また来年もそんな子ども達と一緒にキャンプが出来ることを楽しみにしています。 

 

                          

 

サンホームではインフルエンザやノロウィルスなどの感染症から入所者を守るため、 

衛生管理を再度見直し、手洗いの徹底、消毒などに努めております。 

よろしくご協力ください。 

特養新年会 

  

 

 

 

 

１月１１日（日）１４：００から各フロアー食

堂でボランティアによるフラダンスの披露があ

りました。入居者とご家族の皆さんに楽しんで

いただき、新年をともに喜ぶことが出来ました。 

 

 

クリスマス献金プログラム   ◎２月２２日（日）「ふれあいサロン」 

 

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

いただきます。今年は近鉄グランドマンションの対象者をお招きします。 

 

*     *     *     *     *     *     

ブリテン Bulletin クラブの機関紙として毎月発行される会報。月報ともいう。その月の例会プログラム、

前月の出席者数・出席率、BF ポイント成績、活動計画、活動報告、会員消息、などを掲載する。（会員ロー

スターより） 

 

 ブリテン印刷・発送費として 22 万円の予算が組まれています。総額の実に１割を占めています。偶々編

集を引き受けることになり， このブリテンが単に記録と連絡にのみ使われるのでは いささかもったいな

いと思いました。だから思うままに編集できるのなら 何かクラブの在りようとか世論の形成とかに意を込

めてみたいと思っています。個人の意のままにすると弊害が有るかもしれません。かつて某クラブではブリ

テン子の暴走で，事件があったことも知っています。我がクラブにおいて、チェック機能が働くシステムを

構築することを思料してください。それはさておき とりあえず目指すところは、 “読まれるブリテン”

創り・・・・・ クラブに大切な情報が掲載されているにもかかわらず、知らなかった、読んでいなかった

と言う声を聞くたびに 気力の萎えることの多いこと！若干の挑発をこめて問題提起を行えば反発しつつ

も読んで頂けるであろうし、反論の寄稿でも来た時にはもう大感激。思う壺。 けなしあうのではなく、建

設的な意見で、百家争鳴すれば楽しいクラブを目指すエネルギーとなるでしょう。 

私、型にはまった思考は肌に合いません。創造的な飛躍のある斬新な企画で編集していくつもりです。 

よろしくお願い致します。田中
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第 20回 阪和部新年合同例会報告 

                    報告 山内信三 

 第 20回阪和部新年合同例会が 1月 17日（土）の正午から 15時 30分にかけて大

阪南YMCA4階ホールに於いて和歌山紀ノ川ｸﾗﾌﾞのホストで開催されました。佐藤典

子西日本区理事をはじめ、西日本区 EMC 主任、中西部部長、中西部から大阪、土佐

堀、豊中、なかのしまの各クラブ、YMCA からは大阪、奈良、和歌山の総主事、阪和部

の各クラブからと総勢 130 余名が集まり、盛会の内に開催されました。 

 一部では三木求阪和部長の開会点鐘と挨拶にはじまり、来賓挨拶、今期の阪和部

（司会する金城 Ys）        での新入会員紹介と恒例のセレモニーがもたれました。 

 

 

 

 

 

 

 
         （新入会者の紹介） 

 

 
（三木部長・佐藤理事・阪田ＥＭＣ事業主任のご挨拶） 

二部は鏡開きにはじまり、幕の内弁当に舌鼓を打ち、交歓のひと時をすごしました。                 

   
三部は新春落語の出し物で、林家染左さんと笑福帝風喬さんの若手お二人の落語を楽しみました。さすが

にプロとうならせる巧みな話術とユーモアに参加者の顔がゆるみ、大きな拍手がいつまでも続きました。

お年玉プレゼントは数多く用意され、はずれの方には記念品が配られました。 

アピールタイムでは、2010年8月の横浜での世界大会、阪和部ウエルネスウォークの結果発表、今年6月の

熊本での西日本区大会、サウスY’sのライブラリーコンサート、Y’s環境マラソン、阪和部テニス大会、韓国済

州島ツアーのアピールがされました。 

河内 Y’s からは初田稔メンを偲ぶ会の案内をいたしました。 

紀ノ川クラブの榎本美保子実行委員長のお礼の言葉、奈良クラブの濱田勉次期阪和部長の閉会点鐘で幕

が降ろされました。 

 河内クラブからは伊藤圭介、伊藤玲子、佐古至弘、正野忠之、新本英二、田中惟介、丸尾欽造、丸尾初子、

望月勉、望月治子、横田憲子、山内信三の 12 名が参加しました。 

     
 

       
 

－６－ 
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★私が入会して１７年になります。飽きっぽいと言われ

る私がこれほど永く続くのには それだけの魅力を

感じるからに他ありません。この会を持続させるため

に必要な努力を自分なりにしようと考えております。 

 

 

 

「私の独り言」    連載 ＮＯ 51 たまたまブリテンの編集を引き受けることになり、こ

の機会を利用して活性化の雰囲気・環境造りをしよう

としております。 

「超スーパーマーケットモールで思うこと」 
新本 力子 

アメリカから始まった金融不況が、またたくまに地

球を一周してしまいました。 特に自動車産業が極端

で、昨年秋トヨタが世界一の販売台数との報道があっ

てすぐに今年度の生産台数は１００万台減少すると発

表がありました。ところがまたすぐに５０万台増加して、

１５０万台減少と再発表がありました。これはまだ序の

口で自動車産業に働くパートタイマー労働者、非正規

労働者を次々に解雇すると発表されました。その後電

気機器メーカーでも、つぎつぎに減産の発表があり、

世界的な名称であるパナソニック、ソニー等々の名前

が新聞を賑わせています。百貨店業界でも昨年度と

の比較で売り上げ減少との発表がありました。流通業

界では生鮮食料品以外は減少とのことでした。 

★「私の独り言」のテーマでもう 3 巡くらいしました。 

次回でこのテーマを終わります。 次々回 4 月報から 

「メネット会の思い出」{「メネット会に望む」＝これは新し

いメネットさん向け}のテーマで元気よく書いてください。 

    活性化の雰囲気つくりのために――― 

★このページはメネットのページです。最近は半ペー

ジに収まっていますが、自由投稿などで埋まる日を夢

見つつ・・・・・・・ 

編集子より 

 

 

 

 
ＪＲ伊丹駅前と神戸市北区上津台に超スーパー、イオ

ンショッピングモールが２００７年度に完成しました。２０

０８年度阪急西宮北口駅前に（旧阪急球場跡）超スー

パーモールが完成しました。広々として美しく、主婦の

立場として良い印象が与えられました。ヘアーカッテ

ィングのみ１０００円の店もあって安いのは賛成です。

毎月１回の読書会に参加していますが、高齢者の方が

「戦後のことでしたが、大根１本が買えなくて、切り分

けの大根を配給で並んでまったのよ。」との話を聞き

ますと、現在の巨大な超スーパーが私たちの前に小

売り拠点としてあります。そこにはなんでもあって、飾

り付けられて私たちの購買力を試しています。先日島

根県の姉に電話をしますと、「今年は雪が多くて、足

下が悪く外出できず、車に乗るのも不安で自宅に籠も

っています。畑の野菜も雪の下、花を付け初めた水仙

も雪の下ですよ。」との事でした。流通業界は消費者

の顔色を伺いながら刻々変化しています。生活の困

難だった時代は、近所の人々が、みそ汁一杯を分かち

合い、子育てに知恵を出し合っていました。現在は近

所のつきあいが組織化しボランティア活動に変化して 

 

芳澤 伸之      

 最近両親に L モード対応の FAX 付き電話を買っ

た。説明書は分厚く、読む気が失せ、読みたいこと

の書いてある場所を探しづらく、四苦八苦。高齢化

社会に対応するための L モードなのに、すごく残念

である。取扱説明書は全てをファイルしているが、

膨大な量になるので、もっと簡素化にならないので

しょうか。 

＊ 「とりあえず」の薄い説明書があるとまだ見る

気がする 

＊ 初心者に分からない専門用語が羅列されている 

＊ 丁寧すぎる言い回しがかえって説明書を理解し

にくくしている 

＊ 読解力がなくなりつつあるのか説明書がむずか

しい 

＊ 細い字が多く、小さすぎるので読む気が失せる 

これからは、声の出る取扱説明書、親に見せなが

ら説明しやすい取扱説明書など、子供世代の負担を

減らすことの出来る取扱説明書や充実したサポート

体制などが、商品のセールスポイントとなる時代が

必ずやってくるでしょう。 

私もそろそろ老眼鏡をかけなければ読めません。

今日、薬局で風邪薬を買いましたが虫眼鏡で見ない

と読めないような字が並んでいます。    
（次号のコラムは青野 Ys です） 

いますが、緊急時には近所のつきあい助け合いが必

要となります。 (次号は中野メネットの独り言です) 

 

メネットさんへ 
★ワイズメンズクラブと他の国際的な奉仕団体との

相違の一つとして、夫婦での参画が揚げられていま

す。 わが河内クラブは かなりスマートに協働され

ていると言えるでしょう。  

 

謹   告 

Coffee Break は次号で終了いたします。 ★しかし、と私は思うのです。クラブは今、元気一杯で

しょうか？これからも元気で居られるでしょうか？今

は良いかも知れない。このクラブを永続させるために 

何かが必要だと思いませんか？ 

永年ご利用頂きました喫茶店も時代の流れの中 

で（個人商店は後継者難が大きな問題です） 

閉店する事にしました。永遠に続くものなど有りえ 

ないのではないか と思う今日この頃です。 ★それはメンが考える事でしょう？と言う答えが 

帰ってきます。当然です。 が、 共に考え行動に移し

ていただきたいのです。 
 

ご愛顧感謝いたします。    店主敬白 
 



 Ｙ’s Ｍｅｎ’Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ  February ２００９  

 
HAPPY BIRTH DAY         WEDDING ANNIVERSARY 

石田 鐵一 １９４１年２月 ２日生          丸尾 欽造＆初 子夫妻 ２月 ３日 

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生          伊藤 圭介＆玲 子夫妻 ２月 ４日 

丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生          新本 英二＆力 子夫妻 ２月 ４日 

           藤井 敬子＆  中夫妻 ２月１５日 

                            石田 鐵一＆キヨカ夫妻 ２月２０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  TOF・CS・FF  
私達が共に歩む仲間は？「世界へ、アジアへ、地域へ、HIV/AIDS へ、環境へ！」私たちの持っているも

のを分かち合うために・・・・TOF・CS・FF を！               杉浦真喜子地域奉仕・

環境事業主任           

                     

                

22 月月－－３３月月のの予予定定                                        

  

22 月月    

  ２月６日（金）ブリテン印刷・発送 

２月７日（土）阪和部第２回評議会 南YMCA 

２月８日（日）初田稔君を偲ぶ会 ３時～５時 

 ２月１９日（木）第１例会 ＴＯＦ 役員選挙 

２月２６日（木）役員会 

2 月２８日   なごみ 

33 月月   

 3 月 7 日（土）～８日 次期会長・主査研修会 

３月６日（金）ブリテン印刷・発送 

3 月１９日（木）第１例会 サンホーム６階 

3 月２６日（木）役員会 

3 月２８日   なごみ 

 

 

 

     
 

 

年賀葉書の切手シート当選番号は 

   94  46  です。  
        ２月例会にご持参下さい。 
 

          ＣＳ・環境事業委員長 

      ＊   ＊   ＊ 

   大阪ヴェクセルクラブ会長の増石君 

からブリテン郵送用として切手シート 

を頂きました。 

   お心遣いに感謝し、ご報告いたします。 
 

      ＊   ＊   ＊ 

  インフルエンザが流行しています。 

  外出を控え、帰宅時には かならずうがい、 

手洗いをし、予防に努めましょう。 

   

 

 

    

  

                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/ 

―８― 

Wind From Kawachi     

某クラブの例会に出席した時のこと、インフォメイションの時間に、突然そのクラブの古参会員が

周年記念の時の招待者に無礼が有ったと、激しく批判し始めた。大勢のヴィジターやそのクラブの会

員たちは呆然と（私にはそう見えた）凍りつき、発言者は益々 居丈高にほえ続けた。俺が俺がの最

悪パターン。それが正論であっても 例会の空気を凍らせた時点で退場に値すると思う。わがクラブ

の例会でそのような場面に出くわした事は無かった用に思うが，正論をひけらかし得々と、縷々
る る

話し

続けられたことは再々有ったような、無かったような・・・・・・・・・（どっちやねん）1 月例会で

視聴したＤＶＤがもっと早くに有れば良かったのにねぇ。 

 

新人も古参も他クラブを訪問し、自クラブに反映させることも大切だと思います。    編集子

http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/
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