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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】 エペソ人への手紙 4 章 16 節 （選・解説 岩坂正雄）
｢キリストを基として、全身はすべての節々の助けにより、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、
それぞれの部分は分に応じて働き、からだを成長させ、愛のうちに育てられてゆくのである｣
――新しいワイズ年度を迎えるにあたり、備えられた役割分担を分に応じて働き、
クラブのからだとしてしっかり組み合わされ、河内クラブというからだを成長させてゆきましょう――

「巻頭言」
山内信三
6 月例会プログラム
今期も残すところ少なくなりましたが、役員をはじめ、
6 月１８日（木）サンホーム 6Ｆ
事業委員、プロジェクト委員、例会担当と多くの皆様のお
評価・計画
司会
田中惟介君
力添えとボランティアスピリットにより、河内クラブが力強
開会点鐘
山内会長
く歩むことが出来まして会長として、心より感謝申し上げ
ワイズソング
一
同
ます。昨年の 10 月にチャーターメンバーの初田稔メンが
聖句朗読
伊藤圭介君
逝去された事が、一番の悲しく、残念な事でした。初田さ
ゲスト＆ビジター紹介
司会者
んを知る、多くのＹ‘ｓの仲間が遺徳をしのび、ご遺族へ慰めの言葉が述べ
られましたが、初田スピリットは、河内クラブの伝統として今も生きている
会長の時間
山内会長
事を覚えます。
インフォメーション
各担当
会長として、この 1 年に意識した事柄を下記に述べてみます。
誕生・結婚祝
山内会長
①情報の伝達 → 他クラブからのブリテンをはじめ、阪和部、西日本区
浜田阪和部長
メッセージ
役員交代式・新役員挨拶
の各種の資料が会長に集中して郵送されてきます。こうした情報を速や
食前感謝
濱添吉生君
かに、例会、役員会を通してメンバーに伝え、その対応を話し合いと協議
食事・歓談
一
同
を経て結論を出す。
ゲストスピーチ 恵美奈博光 YS
②クラブ例会を大切にする → 例会に力点を置き、ゲストはその月の担
『活かされた一年間』
当班で早い時期から交渉を始めて頂く。
～マンダレーでの生活～
③個人の尊重 → 役員会、例会で発言、発案される意見は尊重し、その
にこにこアワー
意欲を大切にする。
YMCA の歌
一
同
以上の 3 点を意識していました。もとより、その時々の会長、役員の個性
閉会挨拶・点鐘
芳澤会長
が発揮され、過去にとらわれる事なく、のびのびと持ち味が出てくる事が
良いと考えます。現実には、例会、イベントが多くて、個性を出すゆとりもなく目前の事柄に取り組まざるを得ない
状況ですが、状況に追われるのではなく、先走りし、新しい発想と、味わいを出していって欲しいと考えます。
会
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大阪河内ワイズメンズクラブ
5 月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２００９年 5 月 21 日（木）18:30～20:30
記録 横田憲子

出席者(敬称略)
メ

ン 伊藤・加藤・田中・藤井・正野・濱添・中野・横田
岩坂・丸尾・宮本・望月・山内・芳澤・大谷
メネット伊藤・丸尾・望月・大藪・中野・佐古
ゲスト＆ビジター
BF Delegate Ｃクララ、 オゲチョクウ
（ナイジェリア・ラコスクラブ）
三木求阪和部長・田中登紀子メネット主査
今井利子（なかのしま）・松岡虔一（サウス）
内田勝久・高橋辰夫(奈良)
(奈良・メネット)
林成子・松田重子・内田彩子・宍戸秀子

以上 ３３名

５月メネット例会の司会は大藪メネット
そして点鐘は大谷メネット会長で定刻
に始まる。この日の例会は３本柱になり
部長公式訪問とメネット例会、そして BF
デリゲートを迎える例会になった。
部長公式訪問
今日で７番目の公式訪問になる
三木部長は「共にひとつの“わ”にな
って」を主題としとし、書記と会計を
他のクラブにお願いして、河内クラ
ブから正野メンの支援をいただい
ている。特に部報では宣伝スペース
を設けたことが新しい試みです。そ
して、昨年の１１月にはロシアのエカ
テリングブルグクラブから河内クラ
ブに来られたタチアナさんが”YY‘ボウリング大会”に
も参加して下さったこと。今年４月には国際理解チャリ
ティツアーが企画され、IBC の済州クラブと河内クラ
ブの交流が済州 YMCA できたこと。そして本日の BF
デリゲートなど、河内クラブには何かにつけ、お世話に
なりましたと話された。
メネット例会
田中登紀子メネット阪和部主査がア
メリカのミネソタ州で開かれている
チ ャリティサイクリングに過去３回
「MS１５０」（MS・・・MS という病気）(１５０
マイル＝約２4０キロ))に参加され、
お尻や足の痛みに耐えた日々をパ
ワーポイントと同じ笑顔でスピーチさ
れた。このチャリティでは自転車約３
０００台の参加で収益は、米ドル２２０
万ドル（２４億円）ボランティア８０００
名というチャリティに、皆驚愕でした。田中メネットは
ご自身の健康管理のためと多くの人と交わって楽し
めることで、今年は友人を誘って参加したいという。
－２－
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BF デリゲート
ナ イジ ェリアの
ラ コ ス ク ラ ブか ら
フルグラントのクラ
ラさん{現理事}と
その友人のオゲチ
ヨクウさんの２人
が、韓国から成田、そして新大阪到着をされ三木部長
と高橋辰夫メンが出迎えに、その後、河内クラブ例会
に参加下さり 「多くの方と話をしたい。河内クラブ例
会は、ユニークな方たちで楽しい会でした」と感想を
述べられた。これから２泊伊藤圭介メン宅でのホーム
スティで、次は奈良へ、そして中部へ異動になるそう
ですが、日本を感じてくださることを願っています。
インフォメーションではらくらく登山委員長の望月メン
の天気に恵まれなかっ
たが、集合写真を登山
口センターとリッツカー
ルトンそしてサンホーム
には寄贈することがで
き たこと 、またその日
に、ジャガイモ販売のキックオフとしたことの報告があ
った。
三木部長より、西日本大会の出席者を８００人まで後
１００名期待したいとのことです。阪和部は６０名の申込
みで、より多くの方の参加をお願いしますというメッ
セージです。あと和歌山クラブは１２月１３日（日）６０周
年記念例会をグランピア和歌山にて開かれるという
案内があった。
メネット会では、長崎原爆の祈りを込めた“ペンギンの
折り紙”を２０１０年の世界大会のメネット活動にするこ
ととなっていること、本日河内クラブで仕上げた折ペ
ンギンは西日本区のアピールに持っていく予定の報
告。
にこにこアワーでは 芳澤メンと加藤メンがお祭りの
黄色と赤の法被を着てサプライズで登場。にこにこア
ワー後この法被はクララさんとオゲチヨクウさんにプ
レゼントされた。とても似合っておられました。
定刻に終了。その後 １階ロビーで１時間余り ワイ
ズの国際交流タイムを過ごし、ホームステイ先の伊藤
家に出発。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録(５月例会) 敬称略
起稿

望月 強

担当の芳澤メンと加藤メンが黄色と真っ赤なお祭りハッ
ピを着、頭には揃いの鉢巻を締め凛々しく さっ爽と登場。

高橋 （奈良） クララさんと オ
ゲさん、これから２日間伊藤
さんにお世話をして頂きま
す。それから後、奈良では高
橋がお世話させていただき
ます。どうかご心配なく。
今井 （なかのしま）先ほど高橋さんからお聞きしたの
ですが、最初は関空に到着する予定が、大阪では
インフルエンザが流行っていて、皆がマスクしてい
る。そこで成田空港に変更して新幹線で移動して
大阪に入りました。それやったら一緒かな・・・・
松岡 （サウス）河内クラブは楽しい事が多く、前回は
ロシヤからでしたが、今日はナイジェリアから二人
のお嬢さんが見えられました。そのうち私もナイジ
ェリアに行きます。
林メネット （奈良） 今日は河内メネット会のペンギン
の折り紙作りに参加させて頂きました。第一回目の
アピールを一言 このペンギンを横浜国際大会で
飾ります、その先駆けとして西日本区大会でメネッ
ト事業としてペンギンを折ることになりました。この
ペンギンもメネットアワーの時に飾ります。
宍戸メネット （奈良）ナイジェリアの人の寿命をお聞
きして、私は既に何倍も長生きしています。田中さ
ん有り難うございます。私は自転車に乗れません。
昔の人間ですので「女の子は自転車に乗るもんじ
ゃない！」と禁止されていました。だから羨ましい
ことです。
（田中 say：若返りの為自転車に乗る練習されたら？）

内田メネット （奈良）今日は松岡牧師
さんからペンギンの折り紙を教えて
頂きました。来期は阪和部メネット
主査になります。林成子さんがおっ
しゃいましたようにペンギン作りを
いたします。田中さんの自転車の
話をお聞きして、若かりし昔、リー
ダーをしていた頃、沖縄でサイクリ
ングをしました。途中でお尻がいたくて、お猿のお
尻はマッカッカ状態だった事を思い出しました。
松田メネット会長 （奈良）毎年、奈良クラブだけでメ
ネット会を開いていましたが、今年は河内さんと和
歌山さんが加わって頂き、リッツカールトンで開催し
ました。楽しいメネット会でした。
丸尾メネット 遠く、ＢＦ代表としてナイジェリアか
らお越しくださいまして有り難うございました。又、
田中さんにお話頂き、ホントに楽しい例会でした。
中野メネット メネット食事会では、何も知らず失
礼なことを言っていましたが、田中さんは素晴らし
い事をされていますね、私も就いてゆきたい気が
しています。
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伊藤メネット 毎年、松岡先生のご指導でペンギン
折をさせて頂きました。メネットが合同で作ったペ
ンギンが長崎の鐘の「ゴーン」と響く所でこのペン
ギンが「ヒュッヒュッ ヒュルルン」と風を受けて泳
いでいる姿を思い浮かべながら、心を込めて折ら
して頂きました。有り難うございました。感謝、感謝
の今宵でした。
望月メネットナイジェリアからお二人が日本にこら
れ一番に河内の例会にこられ光栄です。
佐古メネット 新本メネットがお休みで急に、お祈
りがまわってきました。拙いお祈りで申し訳なく思
っています。神様へ感謝のお祈りが神様に叱られ
そうなお祈りになってしまいました。
横田 2006 年のファンドで集めたお金でお二人が
やって来られたと思います。フルブランドでしょう
ね、その年は凄く円安で苦労しましたが、今は円高
です、あの時の円安は何だったでしょう。苦労して
集めたファンドが生かされた事が喜びです。
藤井私の娘もＹＭＣＡで自転車の楽しみを教えて
いただいて、大阪に行くのも自転車を利用するあ
りさまでした。私も時間とお金の余裕があればご
一緒させて頂きたい。
伊藤今回お二人をホームステイをいたしますが、
このマスク（新型インフルエンザ）のお陰で、出来るだ
けアッチこっち連れて歩くなと云われていますの
で助かります。クララさんは理事で弁護士をされて
おられます。オゲさんは株式の取引関係の仕事を
されています。今はアメリカのサブプライムローン
の破綻から、ナイジェリアの景気も良くありません。
宮本アメリカではチャリティが日常的にされてい
ることが私たちにとってうれしく感じます。
田中さんのお話のＭＳ（multiple sclerosis）は私のよう
な病気を言います。白人には多く、日本人には一万
人に一人ぐらいの難病です。
田中ランチョンマットのサプライズ、大変評判が良
いと勝手に思っています。石切で一ケ月ほど前に
カワセミを見つけました。一眼レフ
を買って鳥を写しました。カワセミ
で す 。 カ ワ セ ミを 漢 字 で書 けば
ひすい

「翡翠 」になります。今カワセミに
拘っていまして、ランチョンマット
にも取り入れました。それが胸元
の翡翠のブローチです。
中野毎年の事ですが、メネット会の華やかな例会
で結婚祝頂きました。有り難う御座います。
正野華やかな影に隠れていますが、本日は三木部
長の公式訪問であることをお忘れなく、部の書記
として申しあげます。うれしい報告があります。昨
年１２月に弟（３６歳）に子供が生れました、初めての
子供です、４６０ｇでこの世に生れました。５月半ばに
２４０0ｇになり、すくすくと育っています。神に感謝
をしたい気持ちです。
－３－

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００９年 ６月報
望月らくらく登山では風に阻まれました、又先週に
芦生にある京都大学の研究原生林を歩いてきまし
たが、一日中雨でした。今、天気に見放されていま
す。
山内うれしい話を一つ 娘と息子の嫁と折り合い
が悪く氷河時代のごとくですが、昨日帰宅すると、
中の悪いはずの娘と息子の嫁が、仲良く遊んでい
ました。私も自然体で見守ってきましたが良かった
のか、大変うれしい出来事でした。
内田 （奈良）私の奥さんに「河内のメネット会に出席
するので、晩ご飯ないで！」と云われましたのでご
飯を食べにきました。うれしい話を一つ、私の長女
の処に女の子が生れました。初孫です、ホヤホヤの
お爺ちゃんになりました。
丸尾この例会で学んだことを実践すれば、「自転
車に乗って、奈良の鹿せんべいお土産を持って、ナ
イジェリアに行って、ラオスクラブでペンギンの折り
紙を教えに行って帰ってくる」
田中メネット （和歌山）お話の前には緊張して、コーヒ
ーの味も無かったのですが、今はコーヒーの香りを
味わって最高に嬉しい時を迎えています。ルンルン
気分で和歌山まで自転車ではなく、自動車に乗っ
て一人で帰ります。
岩坂ＩＢＣの立場として、遥々アフリカからお二人の
お客さんを迎えて感謝であります。有り難うござい
ました。
三木 （阪和部長）正野書記、私の事を気遣って頂き感
謝します。又クララさんとオゲさんを宜しくお願い
いたします

口下手ですのでサプライズ・プレゼント。
このハッピをプレゼントします。
（赤いハッピと黄色いハッピを手早く脱ぎ、クララさんとホゲ
さんの肩にかけ、側にいる人達の手助けをして着付けし、仕
上げは鉢巻を締めて出来上がり。カメラに収まり、二人は大
はしゃぎ、会場は盛り上がり、グッドアイデアと賞賛の声あり。
ハッピで HAPPY）

本日のにこにこ ￥27.072－でした。

第３4 期 第 12 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 評価・計画
２００９年 5 月 21 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者
山内・田中・芳澤・尾北・望月・大谷・佐古・加藤・正野
６月例会 ６月 18 日（木） サンホーム
担当：Ｃグループ

大藪メネット私の拙い司会にお付き合い頂きありが
とう、さまざまの事に感謝いたします
大谷この一年、メネット会長の我がままにお付き合
い頂き感謝です。三木部長にスピーチを短くして欲
しいと申し上げたのは私です。失礼致しました。お
陰で時間通り終わることが出来ました。有り難うご
ざいました。
クララ （ナイジェリアＢＦ代表）ワイズ以外の活動にも積
極的に参加されていることに感動いたしました。
オゲ （ナイジェリア）皆さんは、ユニークで活動的です。
初めて日本に来たのですが良い経験が出来、
良いお土産が出来ました。
芳澤・加藤本日はＫＹ（Kuuki ga Yomenai）コンビで
担当しました。

卓 話
恵美奈 博光(大阪サウス)Ys
テーマ 「活かされた１年」～マンダレーでの生活～
例会役割分担
司 会
田中惟介君
聖句朗読
伊藤圭介君
食事手配
伊藤圭介君
食前感謝
濱添吉生君
ニコニコ
大谷美佐子君 加藤寿枝君
受
付
宮本桂子君 ＆会計担当
7 月号ブリテン原稿
河内クラブの近未来予想
尾北 昇君
役員会報告
田中惟介君
例会報告
伊藤圭介君
Ｙニュース
鈴木えみ さん
サンホームニュース
尾北 昇君
メネット会の想い出
山内たりほ さん
にこにこテープ起し
大谷美佐子君
巻頭言
芳澤伸之君
注意！ 原稿締め切りは 6 月２6 日です
審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．７月例会について
次年度のグループ編成のＡ班が担当する。

－４－
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組織図等の配布は６月例会で行う。
Ａ班＝丸尾・佐古・尾北・大藪・藤井・宮本・加藤
次期会長と打ち合わせ企画する。

《連絡事項》
１．泉北クラブ

2．BF デリゲート受け入れ
２日間にわたり伊藤ワイズ宅でお世話いただいたこと
に対しクラブから感謝の印として２万円を捧げる。

2．スペシャルオリンピックス

期首に会計監査の選任もれが有ったことが判明し、
急きょ 幹事会の中から選任、依頼することとする。

3.第 3 回評議員会・第 1 回評議員会

《報告事項》
5/10

4.第 12 回西日本区大会
山内・正野・横田・佐古・望月夫妻・田中 7 名参加

5.NPO 法人｢輪｣からの依頼

正野

4/26

加藤

10 月 17 日(土)に実施する｢日帰りバスツアー｣の車椅子
運行補助をお願いしたい。
(次期のことであるから具体的な支援については以降に
検討するとして 概ね了解した)
作業生の高田君(28 歳)がロンドンパラリンピック出場を目
指している。そのために必要なアジア大会参加・世界大会
の記録が必要で遠征費に苦慮している。競技種目は｢ボッ
チャ｣と言う種目で全国 2 位になりすでにアジア大会の日
本代表に選ばれている。
6 月例会に同行する予定です。
（6 月例会でショートスピーチの時間を用意する。当日のに
こにこ献金を当てることを了承した）

横田・正野が参加した。車椅子のプレーヤーは８～９名
で 総数は２３名。サザンの三浦、長野の西山ワイズの
負担が目立ち部の行事としての位置づけを見直すと
きではないかと感じた。

３．らくらく登山

6/20

第 3 回評議会には 山内・芳澤・丸尾・田中
出席
第 1 回評議会には 芳澤・正野・望月・大谷・田中 出席

尾北

ブースには 120 人くらいの集客が有った。暑さのため
２時過ぎに撤収した。望月ワイズの会社から搬送用の
トラックを提供いただいた。クラブからリーダーの弁当
代をいただいた。共に感謝します。
花園ゾーンの規模が拡大された為、スタッフを２名応援
に送った。
佐古・望月・芳澤 ３氏が様子を見に訪れた。

２.阪和部テニス大会 4/29

丸尾

来秋実施の上記行事に阪和部・中西部から組織委員を送
り込むよう評議会に要請している。クラブとして事前のご
理解をお願いする。

３．会計監査

1．東大阪ふれあい祭り

猪瀬

桜スケッチのハガキ５枚組を￥500 でチャリティ販売す
る。募集に協力をお願いする。

望月

例会でほぼ報告は済んでいる。収支報告作成中。

４．にこにこ
5 月例会の後 クララさんから にこにこ献金として
三木部長に１０００円託されていた。
会計において追加・訂正し入金する。

*

*

*

*

*

理事通信5月号より 抜粋
西日本区理事 佐藤 典子

*

*

*

*

＊

*

*

*

*

理事主題 「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 ‐

第3 回役員会・第1 回準備役員会が開催され、あらためて月日の経つ早さに驚
いております。西日本区大会の準備も終盤に入り、熊本のワイズメン・メネットが皆
様をお迎えする話合いを行っています。登録へのお願いや提出書類等、ご迷惑を
おかけしているかもしれませんが、この状況をお察しいただき、ご容赦をお願い
申し上げます。
今月も役員会からはじまり東西理事連絡会、京都部YY フォーラム、DBC 締結
式、熊本にしチャーターと皆様とお会いする機会がありました。その度に、多くの
ことを学ばせていただいております。
特に東西の懇談会では、仁科次々期理事のキャビネットの皆さんにお世話になり、
東日本区の活動や取り組みに刺激を受けました。翌日の京都部YY フォーラムでは、京都YMCA リーダ
ーの皆様の取組とそれを支えていらっしゃる京都部ワイズメンの活動と実行力に感動し「夜桜フェス
タ」も充分に楽しみました。熊本に帰り、京都クラブブリテンを読み、Y リーダーとワイズの関係につい
て再び嬉しく思いました。
さて、いよいよ私たちの今年度も1 ヶ月のラストスパートとなりましたが、EMC への情熱は最後まで
持ち続けましょう。また、すべての事業で次期の皆様との話合いをお願い申し上げます。

－5－
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２００９年 ６月報

「生き方を示してくださった素敵なワイズメン」
大阪ＹＭＣＡ 中高齢者事業推進室 重信直人
私がワイズと初めてであったのは学生ボランティアリーダーの時でした。
時間が過ぎていくことは早いもので２５年の月日が経ちました。
その中で私の生き方を導いてくださった方の中に今もアクティブに活動を続けておられる素敵なワイズメ
ンがいらっしゃいます。
ＹＭＣＡの使命を果たすべく活動の中でその方はご自分のお仕事も多忙であるにもかかわらず、いつも笑
顔でいてくださり、私達スタッフ、リーダーを優しく見守り励ましながら積極的にそしてともに汗をかいてく
ださっています。
私はここにボランティアとしてのありようを学ぶものとなっています。
また、はじめて出会う人々へもいつも積極的にお声をかけて回られる姿勢はＹＭＣＡスタッフとしての姿勢
を学ぶものともなっています。
出会うたびにかけてくださる「奥さん元気か？」「子どもさん元気か？」の言葉に私のみならず私の家族ま
でをも受け入れてくださるこの素敵なワイズメンのような生き方ができるようになることを願っています。
現在、超高齢社会が叫ばれていますが、「一人ひとりの豊かな人生」を支援すべく「介護予防」を切り口に
元気高齢者増進活動を推進しております。ワイズメンズクラブの活動はリタイヤしてからの人生を見据えて
それまでに自分の生き方を探す場としてもその活動は有益なものと理解しております。
今後も素敵な方がたくさんいらっしゃるワイズメンズクラブを紹介できるよう、中高齢者層のＹＭＣＡ活動参
加者拡張と賛同者育成への働きに力を注ぎたいと思っています。
ワイズメンｽﾞクラブのみなさん、これからも私たちスタッフ、リーダーを温かく見守り導いてください。
（重信さんは東部ブロックの統括で 昔（１０余年前）東のスタッフだった方です。編集部 注）

１、

外出行事（アクトランド八尾） ６月１４日(日)
特別養護老人ホーム入所者とご家族が、アクトランド八尾（キャンプ場）で飯ごう炊飯や花火などを楽
しみます。
２、 サンホームギャラリー （1 階ギャラリー）
① 身体障がい者の絵画展
ティンカーベルの鬼頭博美さんの作品です。
真心こもった絵を展示しています。是非ご来場ください。
期間
５月２８日（木）～ ６月３０日（火）
② 聖句書道展
４回目となる聖句書道展を 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。
聖書のことばが書道によって力強く表現されています。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
期間
７月 ７日 (火) ～ 7 月２２日（水）
*
*
*
*
*
*
*
*
*
＊
*
*
*
*
ティンカーベルの鬼頭博美さんの作品が サンホームロビーで展示されています。
５月２８日～６月３０日まで。

せかせかと歩く人、字幕がないと理解できない
早口のお笑いタレント、日帰りの新幹線出張。
それを 私たちの日常というなら・・・・・
ここには異なる時間が流れている。
描く楽しみ、独特のユーモア、のびやかな感性、なによりも ゆったりとした
時の流れ・・・・・
喫茶でコーヒーを飲みながら、観賞されてはいかがですか？
－６－
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「メネット会の想い出」

55
望月治子
いつのことか思いだしてごらん、あんなこと、こん
なこと有ったでしょ・・・
河内メネット会に初めて出席したのは３０数年前になり
ます。佐古さんのお店｢レストランローリエ｣で開かれま
した。末娘が未だ３歳です、子供連れで参加した様に
思います。
その頃ＹＭＣＡの事務所やメネット会長宅に訪問して
食事会や手芸品作りをしました。メンバーの中には手
芸作りの特技を持っておられ教えて頂きながら作りま
した。小物はブローチ、アートフラワー、ネックレス、根
付等を楽しみながら手先を動かしました。大物では伊
藤メネット宅では数回にわたり、綿にまみれて座布団
作りをしました。今思えは皆さん若くとても元気でし
た。上手に仕上がった時は皆で喜びに浸っていました。
楽しかったあの頃に戻りたい！その時作った花柄の美
しい大きな座布団は末娘が嫁ぐ時に嫁入りしました。
今も愛用してくれています。
私の時は簡単な刺し子作りをし、小さなバックを作
りました。紺地色でしたが今は色あせしましたが、それ
なりに趣があり丈夫で小物入れとして使っています。
近頃のメネット会、例会では、メンも共に協力してい
ただき感謝しています。メンの蝶ネクタイ姿でコーヒ
ー接待は大変楽しませて頂き、楽しい思い出の一つで
す。楽しい企画があればメネットの出席アップになる
でしょう。
次期より初田メネットも参加されメネット会長をお引
き受け頂けたそうです。大変嬉しく思っています。これ
からも、手先を動かし、おしゃべりしながら楽しいメネッ
ト会が続きますよう願っています。

２００９年 ６月報

連載 ＮＯ

(次号は山内メネットの「メネット会の想い出」です)

「こんなクラブになれば・・・」
大谷美佐子
ここ数年の河内クラブを見たとき、楽しみながら
のワイズ活動ができているのでしょうか？入会４年
目のわたくしが感じるのも可笑しいのですが・・・・・。
皆さんそれぞれの立場で活発に活動されていま
すが、楽しんでおられますか？
ワイズ活動を楽しみながら進めて行こうとする
にはどういう取り組みをしたら良いのか、気持ちの
持ち方をどうすればいいのか。
互いに議論し認め合い良い人間関係が出来る。
年を取ると頭が硬くなる。柔軟性に欠けてくる。そ
んな時 ワイズに入っていて良かったと思える。そ
のような活動の出来る今よりワンランク上の河内ク
ラブであれば最高です。
そのようなクラブになっておれば良いなぁ と
思います。
（次号のコラムは尾北 Ys です）

新型インフルエンザの予防のためマスク装着が求め
られ・・でも作業が佳境に入ると風邪になんか負けな
いわ と皆さん・・・・・・・
河内メネットのパワーを見よ！

メネット会報告
メネット会長 大谷 美佐子
５月２１日 ＰＭ３：００～
サンホーム ６Ｆ
前回したぺんぎんの折り紙を長崎に送るための作
業（ホッチキスで留める）を行いました。
松岡先生、今井メン、のご指導で３束作る事が出来
ました。当日の作業の写真を西日本区大会に送る
との事で丸尾メンにお願いしました。
参加者
メネット 伊藤、大藪、佐古、望月、中野、丸尾、
林（奈良）、大谷
メン
松岡（サウス）、今井（なかのしま）、丸尾
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HAPPY
伊藤
佐古

BIRTH

DAY

WEDDING

玲子 １９ＸＸ年６月 ７日生
利子 １９ＸＸ年６月１５日生

日本区通年強調目標

ANNIVERSARY

結婚記念日の方はおられません

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

評価・計画

西日本区２０００名まであと何名？１年を振り返って最後に｢楽しかったね｣と皆さんで言えましたか。その評価や
反省を次年度の計画に活かしましょう
佐藤典子理事

募

6 月－7 月の予定
6月
６月５日（金）ブリテン印刷・発送
６月６日～７日 西日本区大会（熊本）
6 月 18 日（木）第１例会 サンホーム６階
浜田部長公式訪問
６月２０日(土)０８－０９年度第３回評議会
０９－１０年度第１回評議会
新旧合同懇親会
6 月２5 日（木）役員会
６月２７日(土) なごみ

7月
７月４～５日メネット主査研修会
７月３日(金)ブリテン印刷・発送
７月１１～１２日西日本区第１回役員会
7 月 16 日（木）第１例会 サンホーム６階
7 月２3 日（木）役員会
７月２５日(土) なごみ(予定)

集

中

６月発行の部報第三号にも書いております“紀
泉わいわい村に桜を植える会”からのお知らせで
す。０７年に発足したこの会は評議会・懇親会に
出席された方々には広報しておりましたが、部内
には 広く知らされておりませんでした。
０７年の部の行事（ほたる観賞）のときの炉辺談
話から生まれた とても素晴らしい企画だと自賛
しております。
一口一万円のご寄付を頂き、桜の苗木を１本寄贈
者のプレートをつけ植えるというもので既に２２
本植えております。

わいわい村を桜の名所にしませんか？
今期の収支報告と第３期の募集を６月２０日の
阪和部新旧役員懇親会の席で行います。
お問い合わせは
植える会事務局（仮称）田中 惟介まで

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

和辻哲郎の｢古寺巡礼｣を手に斑鳩や奈良の町を歩いていた頃、がむ
しゃらに仏たちに会い続けていた。そして如来や菩薩よりも四天王や神将や八部衆に強く引かれてい
く自分に気づいた。多分若さもあって信仰の対象を求めるよりも敵と戦い教義を守る姿に共鳴したの
だろう。秋篠寺の技芸天、新薬師寺の十二神将(の内の伐折羅)、戒壇院の四天王(の内の広目天)、興
福寺の阿修羅等々。今阿修羅は東京国立博物館へ出展されているため会えないけれど家の廊下にはパ
ネルが懸かって居り毎日あたかも恋人に会うように見詰めている。
前振りが長くなったけれど 私は何かの縁で深く関わるようになったワイズの集まりが今極めて
もろい、脆弱なものに見え始め 守るために気負い立っていることに繋がるのだ。敵はそれぞれの胸
の内にある。誰かが何とかするのを待つのではなく、皆が思いを一つにして立ち向かわないとほんと
うに駄目になる。数の上で不可逆的な状況におちいらないように懸命になるときだと警鐘を鳴らし続
けよう。６本の手を持つ阿修羅は眉間を寄せつつひたすら手を合わせている。２本の手は天に向け広
げている。それは決してお手上げだといっているのではない と思うのだけれど・・・・・・ 編集子

―８―

