
 

２００９年７月報    Vol 40５ 
   ２００９～２０１０年度【主  題】 

クラブ主題  『為せば成る』 Chang! 熱意とアイデアを持って      芳澤伸之 

 阪和部主題  “We are the team”― Yes We Can ―         濱田勉（奈良クラブ） 

 西日本区主題 「すべてのいのちを大切に」“Love & Care for All the Living Things” 

                   ―いのち・平和・環境― Life,Peace,Environment―  鈴木誠也（神戸ポート） 

 アジア主題  「The Power of One」 一つとなる力           Chon Byung-Koo（韓国） 

          “Dreaming Asia,Loving Asia”「夢見るアジア、愛するアジア」 

 国 際 主 題 「The Power of One」一つとなる力           Kevin Cummings（カナダ） 

 
【今月の聖句】マタイによる福音書 16 章 26 節    （選・解説 岩坂正雄） 

「人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の得があろうか。 

自分の命を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか。」 
― 野外活動、自然教育の季節。33年前の野外活動事故に思いを深め、 

YMCA 安全の日（7月 18日）を守りましょう。―      

  

「巻頭言」        会長芳澤伸之 

35 年の歴史と伝統のある大阪河内クラブの会長

としていよいよスタートいたします。持ち前の笑

顔と元気よさで“為せば成る”の気持ちで精一杯

努力して参りたいと思います。新しいことにも積

極的にチャレンジしながら私たちのビジョンに向

かって魅力的なクラブにしたいものです。今期も多くの事業活動

を予定しておりますが、大阪河内クラブの三本柱である、らくら

く登山・じゃがいもファンド・ロビー展の定期プロジェクトも、

東 YMCA のスタッフやリーダーそしてサンホームの強力な支援

体制があることを「心」し更に地域に根ざしたものにしていきた

いと思います。今一度 YMCA のサービスクラブであることを認

識したいものです。サンホーム「なごみ」をせめて年一回でも我々

ワイズメンの社交の場としてみませんか。懇親を深める機会が減

った中、大いに活用してみてはいかがでしょう。会長主題の中に

～熱意とアイデアを持って～と記しているように、あれもしてみ

たい！これもしてみたい！と気ばかり焦っているようです。奉仕

活動を通じて YMCA の活動を支援し、改めて素晴らしい交友関

係を作り出したいものです。私の座右の銘として「初心忘るべか

らず」という世阿弥の言葉があります。解釈は種々あると思いますが、私なりに常にフレッシュな気持ち

で向上を求めるものと理解しております。一年を通じフレッシュな気持ちで邁進して参ります。お支え下

さい。大阪河内クラブ発展のために。 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

７月例会プログラム 
 ７月１６日（木）サンホーム 6Ｆ 

Kick-off  EMC-C 
           司会   尾北 昇君  

  開会点鐘       芳澤会長 

ワイズソング      一  同 

聖句朗読       加藤寿枝君 

  ゲスト＆ビジター紹介   司会者 

 会長の時間（主題と抱負）芳澤会長 

事業委員長 年間計画発表 

誕生・結婚祝      芳澤会長 

食前感謝       佐古至弘君 

 食事・歓談      一  同 

インフォメーション   各担当     

  ゲストスピーチ 織田真智子先生  

     「暮らしの中の栄養学」 

 にこにこアワー 

YMCA の歌       一  同 

閉会挨拶・点鐘     大谷副会長 
 

会 員 数 ２1 名 ゲスト＆ビジター         １５名 ６月度ＢＦポイント 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 ６名 現金 ０円 ６月分  ３４，３００円 

会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ３６名 累計 ３６５００円  

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 ０g  

６ 月 の 出 席 率 ８６％ ６月 の 全 出 席 者 ４８名 累計 ５９０g 累  計 ２２７，１４９円 
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 6 月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２００９年 6月 18日（木）18:30～20:30 

 記録 山内信三 

出席者(敬称略) 

メ ン 佐古・加藤・田中・藤井・濱添・中野・横田 

新本・岩坂・丸尾・宮本・望月・山内・芳澤 

大谷 

メネット伊藤・丸尾・望月・初田・中野・新本  

ゲスト＆ビジター 

濱田勉（阪和部部長）・恵美奈博光（サウス） 

林佑幸（部書記）・平井洋三（部会計） 

岩本章（部事務局長）絈谷隆（EMC 事業主査） 

内田彩子（メネット事業主査）杉浦英（奈良 c） 

杉浦文子（奈良ｃ）・佐々木みどり（奈良ｃ） 

佐々木貞子（泉北ｃ）・今井利子（なかのしま）

恵美奈富貴子（サウスｃ） 

高田信之・宮脇志都美（ティンカーベル） 

              以上 ３６名 

○6 月例会は田中ワイズの司会で始まりました。 

濱田阪和部部長の公式訪問の例会で、新しく発足 

した阪和部の役員、主査の奈良Ｙ‘ｓの多くのメン 

バーが列席され、役員交代式、新役員の挨拶が濱田 

部長の進行のもとに行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今月のゲストはサウス Y’s の恵美奈博光さんを 

お迎えし「活かされた1年間～マンダレーでの生活」 

のテーマでお話を伺いました。 

○昨年の 5/4 日に出発し、タイのバンコク経由ミャ

ンマーのマンダレーを目指したが、超大型サイクロ

ンがヤンゴンに上陸し、2 日間足止めされたが無事

にマンダレーＹＭＣＡのキトセンターに到着した。 

以来日本語教師、兼マンダレーＹＭＣＡアドバイザ 

ーとして、1 ヶ年を過ごした。 

○25 年まえに、大阪ＹＭＣＡのアジアスタディツ

アーで、タイ、ミャンマー、バングラディッシュを

訪問しお世話になった当時 28 才のマンダレーＹの

マンマンウイさんがミャンマーＹＭＣＡ全体の総主

事になっておられ、ヤンゴンＹでの就任式では唯一

人の外国人として、祝辞を述べさせていただいた。 

○25 年前と現在との違いを現地の人から質問され

たが、①空港、駅、都市の建物の高層化などのいわ

ゆるインフラが整備されてきた。②人口が都市に集

中し、ヤンゴン、マンダレー、ネピド（首都）等に

集まっている。③貧富の格差が大きくなった。・・等 

を感じている。平均的にサラリーマンの収入は日本 

円で 3000 円から 5000 円位と貧しく、子供たち

は一日 2 食で、ごはんにヤシ油、塩をかけての粗食

が多い。普通に夫婦子供一人の家庭では月 15000

円位が必要で、多くの人々は貧困層といえる。 

○大学を卒業しても働き口がなく、医師、技術系の 

専門職でも政府系の施設での就職に卒業して3年位 

は待たなければならない状況です。多くの若者は日 

本や外国に行きたい、勉強したいと思っている。20 

0 万～300 万円を使って留学し、帰国後仕事を起こ 

す夢をもっているが、その道も厳しい。 

○ミャンマーでは、僧侶、先生が尊敬されている。 

国民の 85％は仏教で、5％がキリスト教、ヒンズー、 

モスレムその他となっている。民族は多民族で、ビ 

ルド、カレン・・等の 5 民族が主な民族で、インド 

系、中国系が多くを占めている。5～10 月が雨季、 

10～2 月が乾季、3～5 月が夏で、3～8 月は 30

～37℃、9～10 月は 28～30℃、11～2 月は 21

～25℃位の気温で、観光には冬場がしのぎ易い。 

○キトセンターでの生活は一日 3 コマの授業（7～ 

9 時、10：30～12：30、17 時～19 時、昼食後

は昼寝と休憩）で、土・日は休みで少数民族の村、

施設、孤児院、ハンセン病療養所・・等を訪問した。

夜は若者や多くの人々と恋愛、仕事、家族関係、政

治・・と多くの相談に耳を傾けた。キトセンターの

日本語学校は 18～40 才の方々200 名が在籍して

いる。 

1～3 月が一学期、4 月は休み、5～7 月が二学期、

8 月は休み、9～11 月が三学期、12 月休みの 3 期

になっている。 

○農村でも都市でも女性、子供が良く働き、都市で 

は廃品回収をよく見かける。農村ではバナナの葉の 

屋根に竹の壁の家がふつうで、都市では古い日本車 

を改造した乗合バス、単車に 4 人乗りが多く見かけ 

る。電気、ガスがなく、マキ、スミで煮炊きをし、 

大人も子供も素朴な遊びを楽しんでいる。 

○70 才を越えてのミャンマーでの人々との生活は、 

生き生きとした充実感と達成感を持てて、「人間が 

生きる」ことの良い勉強になった。8 月から 1 ヶ 

年の予定で再びマンダレーに出発する予定です。 

○つづいての河内クラブ恒例の「ニコニコアワー」 

では障害者福祉作業所ティンカーベルの作業生、 

高田信之さんがパラリンピックの香港での予選大会 

に「ボッチャ」のスポーツ種目に参加する資金応援 

のため今日のニコニコの全額を贈呈しました。 

○盛り沢山の 6 月例会は閉会点鐘で終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           部会をアピールする岩本 Ys 
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にこにこ語録（６月例会) 敬称略 

             テープ起稿 大谷 美佐子 

 

山内 ８月に又行かれるようですが、良い話をお願い 

します 

濱田阪和部部長 これから一年頑張りますので皆さ 

んのご支援よろしくお願いします。 

粕谷（奈良） ＥＭＣの主査です。楽しく例会の準備を 

されていて素晴らしいと思いました。今日のランチョ 

ンマットに書いてありますように会員増強をお願いし 

ます。仙波会のお手伝いをしています、会長は新本さ 

んです素晴らしいＹＭＣＡの集いです、皆さん忘れな 

いでください。 

岩本（奈良） 阪和部会実行委員長です、９月１９日皆 

さんお待ち申し上げます。 

林（奈良） 山内さんご苦労様でした。芳澤さん奈良 

でやり残したことを河内クラブでやり遂げて下さい。 

「成せばなる」という初田スピリットを受け継いで頑張 

っていただきたいです、期待しています。 

平井（奈良） 会計を担当します，部の仕事は初めて 

ですお手柔らかにご協力いただきますようお願いし 

ます。 

内田メ(奈良) メネット主査を行います。メネット会が 

あるクラブが１０クラブ中４つです、クラブがあっても 

メネット会が無い、このような実態のなかでメネット会 

をあまり出していってはいけないのではないでしょう 

か。メネットさん全員が出来るような何かを作って行 

かないといけないと思います。変革の時が来ている 

ように思われます元気なメネットクラブから発信して 

欲しいです。私としては「阪和クラブのメネットさん」 

として活動して行きたいです。メンの力が無いとメネ 

ットも存在しませんので例会時など必ず誘って下さい 

お願いします。 

佐々木メ（泉北） 恵 

美奈さんお話有難う 

ございました。河内ク 

ラブに久しぶりに来ま 

した、楽しい一時を過 

ごさせていただきま 

した。 

恵美奈メ（サウス） 

高田さんがされているスポーツを知りませんでした。 

世界に向けてしておられること大変な事だと思いま 

す頑張ってください。 

宮脇（ティンカーベル） 今日はこのように素晴らし 

い会に出席させていただいて有難うございます。 

ワイズメンズの方々に色んな手助けをしていただき 

有難うございます。 

高田（ティンカーベル） 貴重なお時間をいただき有 

難うございました。此れから日本一さらに世界一を目 

指して頑張りますので宜しくお願いします。 

中野 今日きまして恵美奈さんのお元気な顔を見て 

ホッといたしました。濱田さんこの一年宜しくお願い 

します。 

丸尾 濱田阪和部長以下執行部の皆様のお働きが 

良いお導きをえまして栄光のもとにスタートされます 

様にまた芳澤会長が存分にお働きをくださいますよ 

うに願っております、ミヤンマーの民間親善大使をお 

勤め恵美奈様にはどうかこの人間愛を成就さますよ 

うに、良いお働きを願っています。 

高田さんの夢が存分にかなう様に願っています。 

日本で最初にボッチャをされたのは夏目漱石です 

（…大爆笑…） 

宮本 山内会長お疲れ様でした、芳澤さん宜しくお願 

いします。ミャンマーのお話興味深くまた高田君にご 

協力頂きまして有難う御座います。感謝申し上げま 

す。 

望月 今日は有難う御座いました。恵美奈さんと濱 

田さんと私は同い年です（笑いが入る・？）恵美奈さ 

んとは近いです。孫がＹＡＣＡのキッズクラブに入って 

います、ホームページに写真が載っていまして嬉しく 

なりました。子供、孫ともにＹＭＣＡに参加して嬉しく思 

っています。 

藤井 恵美奈さんの貴重なお話聞かせていただき生 

まれて初めての文字を見てどのような書き方をする 

のかと子供達も覚えるのが大変、まだ日本語のほう 

が簡単かとしかし近頃は日本語も出来なくなってき 

ました。色々と学んで行きたいと思います。 

伊藤メ 賑やかな例会で、お誕生日のお祝いを頂き

まして有難うございます。お誕生の日にはサンホー

ムの外出行事のボランテアをさせていただきました。

信貴山の麓にあるアクトランド八尾でキャンプファイヤ

ーをしました、竹細工やカレーを作ったり歌を唄った

り楽しく良い経験をさせていただき今年は良い誕生

日の月であったと感謝してます。 

丸尾メ  今日は一言短く何事にも感謝です。主人

の事です真面目に言ってくれたなぁでも最後にやっ

てくれました（・・笑いの渦です・・）  

新本メ 恵美奈さんご夫妻にお目に掛かれまた珍し 

いスライドを見せていただき大変有難うございまし 

た。 

横田 山内会長お疲れ様でした。今年のメネット主査 

さんにメンが会長になるのは変だからメネット会でそ 

ういう話題を出して欲しいとお願いしたのです、内田 

主査さんがそう言う事思っていらっしゃるのはこれか 

ら前進だなと思っております。頑張っていただきたい 

と思います。 

初田メ １１ヶ月ぶりに出てきました、皆さんに声を掛 

けていただき嬉しかったのですがワイズの歌の時涙 

が出て唄えなくってまだまだダメだなあと・・。メネッ 

ト会にも申し訳ないです。 

望月メ 沢山おみえになり、内田さん頑張ってくださ 

い、お互いに頑張りましょう。初田さん宜しくお願いし 

ます。  

中野メ やっぱり初田さんの顔を見ると嬉しいです。 

メネット会長名義だけと言わず来期頑張りましょう。 

ご主人もきっと喜んでくれると思います。 

新本 インドネシアに１０００人の日 

本兵が残っていたその人達に勲章 

が贈られたと新聞に載っていまし 

た。“ビルマのたて琴”の日本兵が 

もしくは子孫がいるのでしょうか、 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００９年 ７月報 
 

－４－ 

調べて欲しいです。 
（沢山おられます、お寺でお坊さんがにたどたどしい 

日本語で話してくれます。マンダレーには慰霊碑があ 

り遺骨収集こられ私の所に立ち寄られます。新本さん 

も是非お越しください・・・と恵美奈さん） 

佐古  日本区大会に４泊３日で行きました、金曜日

に夜行バスに乗り月曜日にまた夜行バスに乗り火曜

のあさ帰りました。後輩が熊本におります。熊本はＹＭ

ＣＡと係わりがあります。色々と回ってきました。   

岩坂 今日は一番嬉しい事は初田さんがこの輪の中 

に加わっていただいた、そしてメネット会長の大役ま 

で堂々と引き受けて下さって有難うございます。恵美 

奈さんが出発する前に壮行会がありましてその後彼 

が最後まで真っ当するかどうか賭けがあったのです。 

夏には帰ってくるか、クリスマスには帰ってくるかと、 

１２月に奥様が行かれてネジを巻かれたのか？最後ま 

で仕事を終らされ流石恵美奈さんだと思いました。 

今井（なかのしま） 浜田さん西日本区大会ではお世 

話になりました。  

佐々木（奈良） 初めて訪問させていただきました。 

駅に降りるのも、サンホームに伺うのも初めてでドキド 

キしていましたがいつも奈良クラブに訪問してくださ 

る方や日本区大会でお世話になった方々でホッとし 

ました、和気藹々とした雰囲気で楽しかったです。 

杉浦メ(奈良) 今日は濱田阪和部長のお供で参りま 

したのと、芳澤さんの会長スタートと頑張っていただ 

きたい励ましで参りました。恵美奈さんのお話を多く 

の方に聞いて欲しいです、素晴らしいワイズメンズが 

居られる事誇りに思います。 

杉浦(奈良) 芳澤くんが新会長としての就任式です 

のでワイズメンズの杉浦と言う事もさることながら叔 

父様叔母様ということで参りました。この一年大いに 

頑張っていただきワイズの発展の為にご努力いただ 

きたい。叔父の立場から申しますと濱田部長始めメン 

バーの人達がお支えていただきご指導頂きます様お 

願いいたします。 

田中 予定した時間に終れそうです。有難うござい 

ます。定額給付金が振り込まれました。給付金で協力 

金をと思ったですが尾北さん欠席ですので今度に 

します。（使い込まないでね・・・）  

芳澤 今血圧が２００程に上がっているかも 甥の立 

場から有難うございます。高田君が日本一、世界一を 

目指すように私、芳澤伸之も河内一になるよう頑張り 

ます。 

恵美奈（サウス） 濱田部長の船出そして芳澤会長の

交代式の時にお呼びいただいた事心から感謝致しま

す。 ミャンマーの貧しい子供達にも思いを是非お寄

せ   頂ければと思います。  

加藤 高田君を温かく受け入れていただいた有難う

ございました。 

大谷 今日は沢山起こしいただきまして有難うござ

いました。恵美奈さん良いお話有難うございました。 

 

 

 

本日のにこにこ ￥34.300－でした。 

第３5 期 第 1 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 Kick-off  EMC-C 
２００９年 6 月 25 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 山内・田中・芳澤・望月・大谷・佐古・加藤 

正野・横田・藤井・丸尾・濱添 

7 月例会 7 月 16 日（木） サンホーム担当：Ａ班           

卓 話 織田真智子先生 

テーマ 「暮らしの中の栄養学」 

例会役割分担 
司 会             尾北 昇君  

聖句朗読            加藤寿枝君 

食事手配            丸尾欽造君   

食前感謝            佐古至弘君 

ニコニコ      藤井敬子君 丸尾欽造君 

受  付     宮本桂子君 ＆ 藤井会計 

CD 担当            新本英二君   

8 月号ブリテン原稿 
河内クラブの近未来予想        佐古至弘君 

役員会報告             横田憲子君  

例会報告              宮本桂子君 

Ｙニュース           鈴木えみ さん 

サンホームニュース           尾北 昇君 

メネット会の想い出     伊藤玲子 さん 

にこにこテープ起し       大谷美佐子君 

巻頭言                  正野忠之君 

注意！ 原稿締め切りは 7 月２4 日です 

審議事項・連絡事項 

《審議事項》 
1．09～10 予算案 会計処理上の問題点を修正 

して 7月例会で提示する。 

２．NPO 法人｢輪｣からの依頼 車中などでのコミ 

ニュケーションを楽しくしたいので 5名位の 

支援をお願いしたい      加藤 

３．８月例会の件  

担当 →中野（委員長）・正野・岩坂・新本 

濱添・石田・田中 

7月例会で検討する。それまでに委員長と会 

長で打ち合わせを行う。 

４．アンケート・評価会の件（案）に修正を加え７ 

月例会から実施する。回収は担当班で行う。 

５．横田提供切手精算の件  承認 

６．クラブ封筒発注の件   承認 

《報告事項》 
1．西日本区大会、第３回評議会 

２．第 1回評議会 

 ＊「障害者と共にテニス大会」を部の行事に 

するかどうかを、7月の主査会で検討するこ 

とに。 

 ＊ウエルネス主査を置かないことに決まる。 

 ＊サウスより選出される次次期阪和部長の人選 

を早急に行っていただくことに。 

 ＊スペシャルオリンピックス大阪大会の支援委 

員会メンバーを河内クラブの地域奉仕に協力 

を要請された。横田が担当することになる。 

《連絡事項》 
１．YMCA の「安全の日」に 3万円を支援する。承認
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特集 西日本区大会 

 西日本区大会の感動  横田憲子        

2009 年の西日本区大会は、熊本高校オ 

ーケストラクラブの「フィンランディア」 

の美しい音色の弦で大会の緞帳が上がる感 

動があったこと。又、熊本の高校のクラブ 

活動にオーケストラがあることにビックリ 

したこと。中高一貫教育に吹奏楽部はあっ 

ても、弦のメンバーを多数必要とするオーケストラは大阪では聞きません。しかも熊本 

高校にはまだ他に吹奏楽部があるという。毎年合同演奏をされているようですが、きっ

と素晴らしい演奏会を持たれているのでしょう。このような、若い方の地道な活動が教育となり、熊本

の生き生きした強い精神を繋げていることが、魅力ある元気な熊本のワイズ活動となっているのだと思

う。 

 

西日本区熊本大会への参加   佐古至弘 

６月１５日 難波発夜行バスにて出発、翌朝７時３０分着。熊本市九品寺で料亭を営む友人、竹原氏

宅を訪問。 ４～５年ぶりで 11 時まで対話。熊本市民会館で登録をすませ大

会に参加。本年の大会で特に感じたのは、メモリアルアワーのなかで初田さん

の写真が映り今年の大会にも参加してくれて今にも声が聞こえるように感じ

ました。来年も天国より広島大会に参加してください。ご冥福をお祈りいたし

ます。懐かしい Y’s会員とも懇親会で交流が出来有益な会でした。 

2日目聖日礼拝では熊本草葉町教会山下牧師より基督教宣教の地「熊本バント」

無くば の説教を聞く。大阪 YMCA 設立者である宮川経輝先生が熊本バンドの

一人であり、日本の YS メンズクラブ設立者の奈良伝氏は宮川経輝牧師より受

洗、１９２８年日本最初の YS メンズクラブを大阪 YMCA 内に創立。それが全国、アジアに広がり現代が

有るのです。 

３日目はキリシタン殉教の地天草へ、メモリアルホール天草四郎館を見学。 夕方熊本市に帰り竹原氏

と夕食を共にし、佐藤典子西日本区理事も同じ九品寺町でもあり熊本ジェーンズクラブに是非入会する

ようにとお勧めした。夜行バスにて帰阪。熊本大会は有意義であったと思います。 

 
西日本区大会 in 熊本を経験して  正野忠之 

西日本区大会は今回で三度目の参加です。前々回の大阪大会は地元で泊まらなく

ていいからという安易な理由、奈良大会は映像スタッフとしての参加でしたから、

まともな形で経験したのは初めてです。そういう意味で気軽に楽しみたかったので

すが、今回は部の書記として三木部長付きの参加。正直、楽しむ余

裕などありませんでした。大会が始まってからは緊張の連続。クラ

ブ会長の登壇セレモニーでは 2 クラブの会長が欠席で、急きょ私が

ひとつのクラブの代役を演じました。そのクラブからは参加者がい

るのに、です。情けない思いをしていたのも束の間、その後の部長

報告では私が作ったパワーポイントが運営側の不手際もあってズタ

ズタになり、もう最悪です。                     

しばらくの間、やり場のない怒りと情けなさが渦巻いていましたが、その心を察し救

っていただいたのは、河内のみなさんを始めとする我が阪和部のみなさんでした。さす

が「阪和クラブ」。ずいぶん癒されました。                         

大会は手作りの要素と地元熊本の良さを盛り込んだ内容だったように思います。昨年、私は裏方で進行

を見守っていましたので、けっこう比べたりもしましたが、遠くからのワイズメンを心から迎えていた

だいた大会ではなかったでしょうか。特に佐藤典子理事の女性ならではの気配りが随所に見られたとこ

ろが素敵でした。 
 

これはムツゴロウの夫婦だと思う 
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区大会を楽しむと言う望月兄の説を体感した熊本でした。手作りのほほえましい演出は  

随所に細やかな気配りがあり（おにぎりをどうぞ、とスタッフがお皿に盛って進めていた事 

など）目を吊り上げて進行 

すると言った、悲壮感なども 

少しも感じなかった。 

                           懇親会での山鹿灯籠踊りの 

女子高生たち（右写真）の 

しみじみした唄と舞なんか 

にも 素直に感激！ BF代表のクララさん達とも約束どおり再会でき 短いながらも交流 

の時間を持てた。そんなこんなより、大会のあと 望月夫妻と有明海方面にドライブし ムツゴロウに会え、お気

に入りの写真が撮れたこと、翌日熊本から阿蘇～日田～湯布院～別府へと九州横断バスで雄大な火口や草千里

を観光したこと（高校修学旅行以来のことだ）などお気楽と思われるかもしれないけれど、役付でない会員とし

ての参加は、本当に楽しめました。  田中 惟介 

 
昨年の九州部会でエクスカーションとして阿蘇の白川水源を観光

しました。地下から毎分６０トンの湧き水が吹き出ている様子は神

秘的です。今回の大会では是非とも家内にも見せてやりたいと思

い、大会前日から予定に入れていました。白川水郷には他にも沢

山の水源があると聞いていましたので、出水量は少なくても他の

水源も観たいと思い探訪することにしました。観光地化されず、昔

のままコンコンと湧き出ている水源を地元の人に聞きながら観て

まいりました。明神池水源は地元の小学生が観察に来ていました、

引率者の先生と子供たち十数名のグループです。「今日は水源と

めぐりです。」と云っていましたので、「私たちもです」と答えると「又どこかでお会いしますね」と引率の先

生が言っていました。すると、次の次の水源で合いました。制服を着た子供たちが 手をタッチして挨拶をし 

てくれました。水源の清らかな水と同じぐらい子供達の純粋心がタッチした手を通して伝わってきました。 

大会に参加することも楽しいが、その余暇の時間がたまらなく好きで大会に参加しています。  

              望月 強  

 

 

2008～‘09 年度西日本区代議員会報告             山内信三                         

 6/6（土）～7（日）の第 12 回西日本区大会に先立ち、6（土）の午前 10 時 30 分から年次代議員会が熊本市

民会館で開催されました。中部から九州部の 9 地区の部長と直前部長、また所属の 88 クラブ会長の 106 名

で構成されています。 

 決算と一般年次報告は 2007年度の報告と監査報告がされ、2008年度分は一般年次報告と監査報告の後、

決算報告は年度途中での中間報告と中間監査が報告されました。いずれも賛成多数で承認されました。 

 つづいて、2009～‘10年度の西日本区理事の選出、それにつづく次期理事の選出、次々期理事候補者及び

監事指名の議案では、次々期理事候補については、6/6（土）の時点で、決定していない状況が報告され、指

名委員会が継続してその任に当たると報告され、それ以外は原案通り承認されました。 

 2009～‘10 年度の西日本区役員の承認、同年度の理事方針の承認、同年度の西日本区予算案の承認、第

14 回西日本区大会ホストクラブ及び開催地の承認と予定された議案はいずれも賛成多数で承認されまし

た。 

 代議員に事前の郵送されていた議案書には 9地区の部長の活動報告、7事業の事業主任の活動報告、6委

員会の委員長報告が掲載され、西日本区の全体状況が詳しく報告されています。 

 議案の流れは順調に推移し、現在の執行部が事前に十分に準備し、資料を作成された成果と感じられまし

た。「思いやりを持ってワイズライフを～わかち会いは微笑みをもって」との佐藤典子理事標語も年次報告

を聞きながら、その意味合いを少しは理解できました。また「ワイズ°読本」の発刊、区費の値上げ、2010 年

8/5～8日に開催される第69回交際大会へのフラックリレー、3クラブのチャーター、各事業の活動・・とその積

極的な取組が印象に残りました。 
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第 20 期 第 3 回 阪和部評議会報告             報告 山内信三 

○第 20期の第 3回阪和部評議会は 6/20（土）の午後1時から大阪南ＹＭＣ

Ａで開かれました。 

○三木阪和部長挨拶では、この 1 年を振り返っての主な活動報告と、主査、

クラブ会長、阪和部役員への感謝が述べられた。また、今年の西日本区大会

でもアピールのあったスペシャルオリンピック（ＳＯ）への阪和部の取組に

ついて提案され、詳細について河内クラブの丸尾欽造メンから説明がされた。 

○ＳＯ組織委員会への委員就任について参加者にその賛否を求めたところ、

賛成多数で承認され、次期濱田部長へ引き継ぐこととなった。 

○各主査報告では、Ｃｏ2環境マラソン、紙上ウエルネスウオーク、ミニＹＹフォーラム、ＩＢＣ・Ｄ 

ＢＣの交流・・等が報告されました。河内クラブのロシアのタニア・Ｓ・スマジオさんとの交流は阪和 

部のボーリング大会、泉北Ｙ‘ｓ訪問と多くのＹ’ｓと交流の輪が広がり良い成果が報告されました。 

○各会長報告では、それぞれの会長標語の元に、例会に止まらず、地域での奉仕、ＹＭＣＡへの参加と 

協力、ＤＢＣ・ＩＢＣの交流、阪和部、西日本区の諸行事への参加・・等々、数多い活動への取り組み 

が報告されました。 

○第二セッションの協議・報告では、会計報告が阪和部の田中会計から報告され阪和部報への広告掲載、 

チャリティ国際親善ツアー、物品販売、部会の剰余金・・等で次年度へ前年を大きく上回る繰越金が計 

上出来たと報告された。 

○監事講評は河内Ｙ‘ｓの田中監事から部長輩出クラブの枠を超えた役員構成で大きな成果を挙げられ 

たと報告された。さまざまの課題も気付かされて来たが部としても新旧の役員また各クラブとＹ‘ｓの 

面々が共に協力して模索してゆきたい報告された。 

○協議は、阪和部テニス大会の今後について意見交換がなされ、新・旧の部長で協議することになった。 

○予定さていた 15時にＹＭＣＡの歌、閉会点鐘で第二セッションは終了した。 

○第三セッションの役員交代式は田中監事の司式で無事に行われました。 

 
役員交代式        田中監事・三木・濱田新旧両部長   芳澤新会長の報告 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
新旧役員勢ぞろい・・この後、懇親会へ 

 

                          懇親会で・・三木直前部長           

 
阪和部２１期 第１回評議会に参加して 

  始めて委員会に参加致しました。林書記さんの名司会から始まり各報告そして協議、格調高く洗練された会議の

進め方には驚きました。会議とはこうあるべきなのかと…。改めてワイズメンズクラブとは素晴らしいクラブだ！と感じ熱く

なりました。色々と勉強させていただけること大変嬉しく思います。               大谷美佐子 
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「ウエルネスレポート」 
           中高齢者事業推進室 仲原 成岳 

 
山々の淡い緑が濃い緑に変わり、夏の季節の到来が感じられるようになりました。また、この季節

に、阿南国際海洋センターや日高少年自然の家では、小中学生や高校生たちがカヌーやカヤック、ヨ

ット等で海に乗り出していっています。夏休みに向けて、子どもたちも何かわくわくしてきている季

節ではないでしょうか。 
東 YMCA でも、この夏、子どもたちが大きくなれるいろいろな活動を準備しています。今夏は、シ

ンガポール・マレーシアの国際キャンプも予定しています。ユーススポーツでは集中教室や大会、野

外活動では、海・山のキャンプや日帰りのデイキャンプ等があります。 
また、シニアの方を対象とした、阿南でのカヌー・ヨットツアーや、紀泉わいわい村での里山体験

ツアー、ハワイ・オーストラリアツアー等も企画しています。そして、秋には、ファミリーを対象と

した、六甲山牧場のナイトツアーや海の自然体験キャンプがあります。子どもから大人までみんなが

楽しむことが出来る活動が盛りだくさんです。皆さんぜひご参加ください。（詳しくは大阪 YMCA の

HP で） 
 

☆中高齢者事業推進室です☆ 
メンバーは、室長の重信直人（しげのぶなおと）を筆頭に、吉野那穂（よしのなほ）、清水浩子（し

みずひろこ）、三宅基子（みやけもとこ）、そして私、仲原成岳（なかはらしげたか）の５名が所属し

ています。現在、東 YMCA の６階と土佐堀 YMCA の 9 階にデスクをおいて、その名のとおり、中高

齢者を対象として介護予防や健康増進、地域福祉についての指導者養成や研修事業を中心に様々な活

動を行っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
 

                    

 

 

１、特養外出行事報告（アクトランド八尾）6月 14 日（日）  

 当日は天気も良く、日差しが強い時もありましたが、竹クラフトやカレー、花火等をしました。

入居者の方々の笑顔やイキイキとした表情を見ることができ、プログラムを楽しんで頂けたので

はないかと思います。伊藤メネットにもお手伝いいただきました。 
 

２、行事予告 
 
①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

７日(火)から７月２１日（火）まで

開催します。 

 

②レインボウクラブ（７月１２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。今回も紀泉わいわい村

を予定しています。 
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「メネット会の想い出」  連載 ＮＯ 5６ 
山内たりほ 

初めてワイズの例会に出席した日、それが私の「メ

ネット会」との出会いでもありました。前回、夫が会長

をさせていただいた１０年余り前のことです。 

 右も左もわからないというのはこんなことをいう

んだな…と思うくらいほんとになにもわからず、でき

ず、1 年が過ぎました。でも、メネットのみなさんは、文

句を言われることもなく、代わって会合に出てくださ

り、親切にいろいろと教えてくださいました。 

 その年、河内クラブの方たちからすると遠い、西宮

市の苦楽園でイタリアンの昼食の後、オルゴール館に

行きました。低温殺菌牛乳と普通の牛乳を飲み比べて

話を聞きました。楽しい思い出です。 

 その後、なかなかメネット会にも参加できていない

のが現状です。が、皆さんは、私がたまーに顔を出し

ても、温かく声をかけてくださいます。みなさんとお

話するのはとても楽しいのですが、ちょっと八戸ノ里

は遠くて、「おいしいものを食べるよ～」と誘っていた

だいても、あきらめざるをえない有様です。 

今、他のところで活動する中で、なかなか働き手が

いないという現実を痛感しています。迷惑ばかりをか

けているメネット会のことを思うとほんとに申し訳な

く思いますが、今後ともよろしくお願いします。  

(次号は伊藤メネットの「メネット会の想い出」です) 

 

第１２回 西日本区メネットアワーに参加して 

望月治子 

６月６日 熊本市国際交流会館において、メネット

事業主任 田上かつみ様のもとメネットアワーが開

催されました。「小さな奉仕は大きな喜び」広げよう

地域へメネットの願いを表題にして進められました。

新しいメネットさんはご存知ないと思われますが、

メネットソングの作詞者として、今井利子様も紹介

され賞賛の拍手を浴びました。 

ＢＦ代表のクララ

様オゲ様のお２人

も参加され会場は

満席の大盛会でし

た。 

歓迎の挨拶や事業

報告があり国内プ

ロジェクト支援金

として熊本ＹＭＣ

Ａの発展に使用し

て下さいと九州部に贈呈されました。 

 会場の入り口にペンギンの折り紙が展示され、そ

の横には５月の河内メネット会でのペンギン作りの

写真が大きく展示してありました。その様なことも

あり、大会で河内メネット会が「メネット協力賞」

を受賞できたのでしょう。感謝でございます。 

 来年の横浜国際大会においても西日本区メネット

はペンギンの折り紙を飾る予定です。原爆の被爆国

として「世界平和の祈り」をアッピールされます。

その為に各部メネット会でペンギンの折り紙作りの

ご協力のお願いをされました。 

 次期メネット主任は神戸クラブの森愛子様に引き

継がれます。広島で大会が開催されます。今回は河

内クラブからメネットは一人だけの参加でしたが、

来年の広島大会には河内メネットさん大勢で参加い

たしましょう。 

   
 

 

 

 

「こんなクラブになれば・・・ ２」    尾北 昇 

3 年ほど前に河内ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの例会に参加し

た時のことを思い出します。当時の会長が初田さ

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、楽しく過ごせました。ひとりひと

りが役割を果たし笑顔で締めくくる例会でした。

過去を未来に見るのは、懐古主義になるかもしれ

ませんが、その時の居心地の良さを改めて醸成し

ていきたいと思っています。 

 

（次号のコラムは佐古 Ys です） 

 

ゲストプロフィール 

 

織田
お り た

 真智子
ま ち こ

 先生 

1974 年 近畿大学薬学部卒業 
 卒業後、近畿大学東洋医学研究所特別研究生と 
して漢方の基礎研究に従事。専門は、漢方生薬

「サイコ」、「カンゾウ」、「ニンジン」を中心と 
した基礎薬理学。               

1994年 3 月研究の成果が認められ、近畿大学よ 
り医学博士号取得。 

1995年 4 月近畿大学東洋医学研究所非常勤講師 
1999 年 4 月近畿大学医学部薬理学非常勤講師  

現在に至る。 
漢方薬の研究に従事する傍ら、2004 年農水省よ 
り『伝統野菜の健康増進効果についての基礎薬理 
学的研究』で科学研究費取得。 
1987 年に薬菜弁当店「キッチンオリタ」を開設。 
東洋医学の栄養学をベースにした仕出し弁当の 
調理と経営にたずさわる。現在に至る。 
 食と健康に関する講演、テレビ出演など多数。 
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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 PR  

ワイズのさまざまな活動を通じて、命・平和・環境を大切にするワイズメンズクラブのもうひとつの 

生き方・考え方を、まわりの人には口コミで、地域の人にはマスメディアを巻き込んで、アピールしましょう。 

 長谷川和宏 広報事業主任 

 西日本区強調月間  Kick-off  EMC-C  
あなたは例会に何を求めて参加していますか 

クラブに５年後、１０年後が見えていますか。                 廣井武司 EMC事業主任 

 
      

77 月月－－88 月月のの予予定定                                  

        

77 月月    
７月３日(金)ブリテン印刷・発送 

７月４～５日メネット主査研修会 

  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 

88 月月    

  8 月 7 日(金)ブリテン印刷・発送 

  ７月３日～８月２日 

第２３回 アジア大会  スリランカ 

8 月２7 日（木）役員会 

8 月 30 日（日）納涼例会 サンホーム６階 

   

 

 

阪和部の書記として       

先だっての評議会で部書記としての役割を終えま

した。未熟で稚拙な書記だったと思いますが、河

内クラブのみなさんにお礼を述べたくて、紙面を

お借りすることにしました。この１年、クラブの

ことが満足にできずご迷惑をおかけしましたが、

それでも優しく見守ってくださり、かつ部報発行

に際しては多くのみなさんにお手伝いをしていた

だきました。感謝し、ここに厚く御礼申し上げま

す。 

その部報第３号はご覧頂きましたでしょうか。

書記の重要な仕事のひとつに部報を発行すること

があるのですが、今期は発行しました部報のすべ

ての原点は天国にいらっしゃる初田さんにありま

す。「あんたが書記でいる間、オレは死なんで」・・・

書記を終えるに当たり、心の支えとなっていただ

いた初田さんのご冥福を改めて祈り、霊前にお礼

の言葉を添えたいと思います。ありがとうござい

ました。            正野忠之 

 

第 3５期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:芳澤 伸之 副会長:大谷美佐子 書 記:田中惟介・横田憲子 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長:初田真佐子 直前会長:山内信三 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 例会食事用のランチョンマットを故初田編集長の遺志を継ぎ、毎月作成し

ていることはご承知の通りである。故人は歓迎の言葉やゲストの紹介に当てておられたのだが、その点は思うと

ころがあって 変えさせていただいている。愉しみを加え、例会参加意欲の一助となればと毎回工夫を凝らして

きた。それは自分自身にとっても 楽しみである。今河内の例会はなんとなく楽しくないと言う声が有り、楽し

くする為にと考えた末の工夫でもある。もう一点、マットに 毎回 目指せ！会員増強。と書いている。単な

るスローガンとしてではなく つまり私たちの活動の目的は会員増強ではなく 活動の結果として

会員増につながるように意識を持とうと呼びかけるものである。だからこのままでは駄目だ、楽しく

ない言う意見の持ち主は、その為の建設的な主張をもって発言し、主導することが求められるのであ

って 決して人任せであったり、そっぽを向いていたり、貶めていてはならない。クラブの持続可能

性を求める者として、この欄で苦言を呈する意図も ここにあることをご理解いただきたい。編集子    


