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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 5 章 9 節
（選・解説 岩坂正雄）
「平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。」
― 広島、長崎の原爆犠牲者を覚えて、平和への願いを熱くしましょう。
長崎被爆記念日に捧げるメネットのペンギンキャンペーンを支えよう―

「命の尊さ」
正野忠之
8 月例会プログラム
例会でもお伝えしていますように、弟の子供、すな
8 月 30 日（日）サンホーム 6Ｆ
Youth Activities 納涼例会
わち姪っ子がこの世に生を受けて 7 か月が過ぎまし
新本英二君
た。４６０グラムの赤ちゃんが３５００グラムに達し、 第１部 司会
開会点鐘
芳澤会長
まだまだ小さいものの、心配なんかいらんよーという
ワイズソング
一
同
表情で、声を出し笑顔を作ります。１２月の末にやむ
聖句朗読
濱添吉生君
を得ず取り出された時、弟夫婦はもちろん、身内の誰
ゲスト・ヴィジター紹介 芳澤会長
もが覚悟したのが嘘のようです。
会長の時間
一方、私の住む地元で９０歳を迎えられたおばあちゃんは今も元気い
インフォメーション
っぱい。都合に合わせて聞こえたり聞こえなかったりするそうですから、 誕生･結婚祝
芳澤会長
きっと１００歳まで生きるだろうなというのがもっぱらの噂です。
第２部 司会
田中惟介君
リーダー達のアピールタイム
私は父が６０歳、母が６７歳で他界しましたので、自分なりに寿命を
アトラクション
ラビアンローズ
６５歳と決めていました。そんなヤツほど長生きするんやでと周囲から
食前感謝
松岡虔一牧師
は言われるのですが、本人はけっこう本気でそう思っていました。６５
食事・歓談
一
同
歳まで生き、あとは生かされるんだと。
オークション
そんな私に衝撃的な出来事が起きました。昨年１０月から１月にかけ
YMCA の歌
一
同
て、立て続けに４人の親しい方がこの世を去るという場面に遭遇したの
閉会挨拶
中野義彦班長
です。一番年上の方で７１歳。６０代がお二人に、５０代がお一人。
閉会点鐘
大谷副会長
あまりにも唐突で、あまりにも早い別れに、私は自分の考えの浅はか
さを知ることになりました。そうです、知らない間に命の尊さを軽んじていたのです。
そういう時期に生まれた姪っ子にも教えられ、今は与えられた命を大切にし、叶わなかった人たちのためにも
長く生きたいという思いでいっぱいです。５０代の人生の扉を開いた私にとって、命の尊さという言葉は大き
なテーマとなっています。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
7 月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２００９年７月１６日（木）18:30～20:30
記録 宮本桂子

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・伊藤・正野・尾北
メネット伊藤・丸尾・望月・初田・中野・新本
ゲスト＆ビジター
織田真智子先生
今井利子（なかのしま）
・松岡虔一（サウス）
畠平雅生（西）
・山田紀子（ひびき作業所）
笹岡亜貴（NPO 法人輪）

以上 ３０名
７月の例会は、尾北メンの司会 芳澤新会長の点鐘
で定刻に始まりました。
花束贈呈 初田メネットが特別
メネットとして出席されたので、
会長より花束の贈呈がありまし
た。
会長の時間 今例会より新会長
を務められる芳澤会長より、初
心表明がありました。会長をする事によりワイズメ
ンズが何であるかという事を勉強していきたい、年
数の浅いゆえに、色々な情報を発信していきたいと
述べられました。また、メリハリがあり、ワイズら
しく時には楽しみがある例会づくりをし、毎月サン
ホームで行われる居酒屋「なごみ」を懇親会として
持てないだろうか？という思いを話されました。最
後に主題として『為せば成る』の言葉を掲げられま
した。
事業委員長 年間計画発表 今年度の事業委員長
より、年間計画が発表されました。詳細は別紙ジャ
ーナルに掲載されます。
インフォメーション 横田メン・・らくらく登山道
の修理を青野メンが中心となって、府の特別会計に
入れてもらった
望月メン・・使い方も集める方もしっかりとして、
活発にしていきたい
山田（ひびき作業所）・・俊徳道の高架下
に畠平メン（西ｃ）の設計で新しい喫茶
店をオープンしましたので、ぜひ、お越
し下さい
濱添・・韓国から留学生が来るので、７月２９日か
ら８月２日までホームステイをお願いしたい
ゲストスピーチ
今月は、織田真智子先生をお迎え
し、「暮らしの中の栄養学」とい
うテーマでお話を伺いました。
●学問というものは、人の為に役
に立つものでなければ意味がな
いという思いから、お弁当屋をし
ながら、大学で講師をしている。
●西洋医学での副作用が問題になっていた時に、東
洋医学の診療科が出来た。しかし、高額な割には効
果がない。なぜ、効果がないのかという観点から食
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べ物に関係があるのではないかということになり、
患者の食事を調べると、やはり内容が悪かった。そ
こで、食を改善してもらうと、治癒率も上がってき
た。
●一番伝えたい事は「食の間違い」
○常識のうそ① 水をたくさん飲んで血液をさらさ
らにしよう ・・・×
日本の気候は多雨多湿の為、体内に水が溜まりやす
いので、水毒からくる症状が出る。
・ むくみ・胃腸障害・アトピー性皮膚炎・冷え性・
気管支喘息・めまい（メニエル）
これらの症状がある人、手のひらや皮膚が湿ってい
る人、舌が水っぽくぽってりしている人、むくみや
すい人は水分摂取量をへらしましょう
○常識のうそ② しっかり
減塩しましょう・・・×
熱中症で亡くなるのは、塩
分不足。良い塩はとり過ぎ
ても身体に害はない。今の
日本の医学は、西洋がベー
スになっているので、日本人には合わない。欧米人
は、肉、パン、バター、ハム、チーズなど含塩食品
を主食としているので、あらためて塩を加える必要
はない。しかし、和食は、米、野菜、魚が中心なの
で塩、しょうゆ、味噌を加える必要がある。
一日分の小便１．５ℓに塩は１３．５％含まれている
ので、その分の塩は食品から摂らなければならない。
政府推奨の一日１０％の塩では不足。塩分は、適量
を知って上手に使おう。
○常識のうそ③ 刺激物、スパイスは控えめに・×
スパイスは、胃腸病、アトピー皮膚炎、湿疹体質、
喘息、鼻炎などの薬だから、こしょうなどを持ち歩
いてかけるようにすると身体に良い。
○常識のうそ④ 硝酸塩を含む野菜の危険
野菜は、たくさん食べれば食べるほど、健康に良
い ・・・×
野菜を早く育てる為、肥料をたくさんやっても、枯
れない品種改良された野菜が市販されている。この
野菜に、硝酸塩が含まれている。この硝酸塩が唾液
と混じると、亜硝酸塩が出来る。これは、血液を破
壊し、発がん物質になる。
●トランス脂肪酸の問題
市販されている油の製法には２種類あり、科学的溶
剤による抽出法に問題がある。（これが一般的な油）
その為、自然界にはなかった狂った脂肪『トランス
脂肪酸』が生じ、これが有毒性である。特に、
「マー
ガリン、ショートニング」はこの科学的に作った油
を使って、作るので、
『トランス脂肪酸』の含有量が
さらに高くなる。
●体調が悪い時は、何も食べないのが一番
・食べ過ぎない・飲み過ぎない・塩を少し多めに摂
る
自分で試してみて自分の身体に聞いて！
☆勉強になるお話を聞き、３０分オーバーでしたが、
７月例会は大谷副会長の閉会点鐘で終了しました。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（7 月例会)

敬称略
テープ起稿 大谷 美佐子

宮本 目からうろこのお話を聞かせていただき食生
活を見直さないといけないと痛感しております喘息
アトピーむくみ全部持っています、お話を機会に頑張
りたいです。
笹岡（NPO 輪） 今日はいろいろ
と勉強になりました有り難うご
ざいます。
加藤 二人目の孫が７月１０日に
生まれたのですがむくみで水と
塩分の取りすぎで帝王切開でし
た、帰ったら説教します。
伊藤 先生にお願いなのですが、キッチンオリタに健
康な食用油とかマーガリンに変わるにバターとか etc.
健康に良い食品を売っていただけたらありがたいで
す。
伊藤メ 私の母
親は明治３６年の
生まれです、明治
時代の女性の生
き方、食生活は先
生のお話に即し
ているかなと、今
のわたし達は商業主義に流されていると感じます。
望月メ ためになるお話有り難うございました。い
つも主人と塩加減のことで喧嘩してましたこれから
は安心です。
初田メ 色々と頂き有り難うございました。先月にし
んどくなり誰に連絡しようかとすごく困りました。先
生が水の取り過ぎはめまいがするといわれていた通
りの様でした。ひとり暮らしは心配だと思いました。
丸尾メ 主人が畑をしていますので少し安心です。
主人は日ごろより水や塩に気を使っています。先生
のお話を先に聞いていたのでしょうか
新本メ 誕生日祝いを有り難
うございます。主人は体調を崩
しています、食べてよくないも
のを制限され、とっても元気で
朝から畑に行っていますが欲
求不満なのかよく分からない
のですが、厳しいです。食べ物
も大切ですが心・・ことばも大切では。 （奥様に優しく
ね！）

中野メ いつも勝手出席させてもらっています。河
内クラブは良いです、ずっと出席しないと。いいお話
を聞かせていただきました。芳澤新会長も一生懸命
なのが伝わってきました頑張ってください。
中野 毎日 1.5ℓ の水を飲んでいます、考え直さない
といけないな、お医者さんより玉子を食べたらいけな
いと言われています。今日のお弁当のタマゴ焼き（オ
リタさん）久しぶりで美味しかったです。
正野 芳澤さん船出おめでとう御座います。もう少
し真ん中に座っていただいた方が良いなあと思いま
す。ナイジェリアから来られたクララさんから「にこに
こ」にと預かっていますので入れて置きます。マーガ
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リンが大好きなので暫らくショックは癒えないと思い
ます。４６０グラムで生まれた赤ちゃんは遂に３０００グ
ラムに達しました。
全体は小さいですが本当に普通の赤ちゃんで可愛い
です。成長が楽しみです。
望月 先生のお話は驚きでした、今日は是非ともお
礼を言いたいのは今年のらくらく登山は強風で途中
で引き返し小屋（センター）でお弁当を食べました何
人にも美味しかったと誉められました。栄養のことを
考えながらあれだけの味を出される凄いなと思いま
す。
横田 食事当番の時はいつも「キッチンオリタ」さん
のお弁当にさせてただいております。らくらく登山の
時、朝当日の７時までに空模様見て返事したら作って
くださる、担当者にとったら有り難く、涙が出るほど嬉
しいです。この気持ちを何時も伝えられなくて・・・今回
それを申しあげたくてありがとう御座います。
岩坂 今日のお弁当が織田先生のお店だと全然知
らなくてアンケートに「今日の食事の物凄く美味しか
った事、バランスの取れた食材で美味しく戴きまし
た」と書きました。弁当仕入れに行きますのでその時
健康診断もお願いします。芳澤丸の船出おめでとう、
彼は働き者でひとつもゆっくりしていません、また休
みに来てください。
田中 二束のわらじを履いておられると・・・ほんとう
は三足以上履いておられますよね！鬼の絵も素晴ら
しいです、また聞かせて下さい。
山内 いつも八尾のお弁当を楽しみにしています。
一日の塩摂取量１５g は小さじにどれ位ですか？
（小さじ４～５杯・・味噌汁等にも含まれているので考えて）

新本 テレビでアメリカのお百姓さんが日本のこし
ひかりを食べている一番美味しいと。広大な田んぼ
で作っている日本の田んぼとの桁違いには驚きまし
た。世界の中の日本を考えさせられましたお米も高
いです。
佐古 芳澤丸が船出しこの老体を引っ張ってくれる
こと期待しています。糖尿で３６年目になります、おか
げでインシュリンも打たず飲み薬だけです。一日水分
を 2 リットル取るようにといわれています。2000 人い
る給食会社で働いていますが以前のホテルと給食会
社では天と地の差がありましたが認識し慣れて来ま
した。
今井 （なかのしま） 先生参考になるお話有り難う
御座いました。
山田（ひびき作業所） お誕生日のお祝い有り難う御
座います。良いお話でし良かったです。
畠平 （大阪西） 山田さん今日
がお誕生日だとは知らずお誘い
して悪いことしたかなあと。河内
の例会は私のクラブの役員会と
曜日が同じなので出席出来ませ
ん、何方か山田さんをお誘いし
て頂けませんでしょうか。一番に
伊藤さんが候補に上がったので
すがもっと若くて男前の人がい
いです。
－３－
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松岡 （サウス） 今日は車で来まし
た、皆さんの努力で折っていただい
たぺんぎんを持ち帰り長崎に送りま
す。例会後メネットさんとぺんぎんの
写真を撮りたいです。宜しくお願い
します。
尾北 ブリテンの聖句の所に岩坂メンの解説があり
ます。東 YMCA の野外活動で 33 年前小学生の女の子
を私達は亡くしましたそれが 7 月 18 日です。18 日に
東 YMCA の総主事、私、副館長の重信の三人でお墓の
方へ午後から行く予定ですどうぞ皆さんもお祈り下さ
い。
大谷 良いお話有り難う御座いました、参考にさせて
いただきます。
織田 （ゲストスピーカー）こう
いう場でうちのお弁当を食べ
れて良かったなと、お弁当に詰
める前味見はしますが人の前
で話しをしどういうバランスな
んかと考えながら全部食べる
ことはまず無いのです。今日
は機会を与えて下さって有り
難うございます。
芳澤 卓話を今まで沢山聞いてきましたが男やもめ
には栄養学がこたえます、またお願いします。
丸尾 芳澤さんを中心に今日集まられた一人ひとり
に感謝申し上げます。私の畑で取れた野菜をお買い
上げ頂いてファンドに入れさせてもらいます。うちの母
親は怖かったけど偉かった「塩でもなめとき！」
藤井 丸尾さんの後話すこと
が無くなる・・芳澤さん今日は男
前です。

本日のにこにこ
￥26.600－でした。

第３5 期 第 2 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 7 月 23 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

芳澤・田中・望月・大谷・佐古・正野
横田・濱添・尾北・中野・宮本
小林（NPO 法人輪）
8 月例会 8 月 30 日（日）２時～５時３０分
サンホーム
担当：B 班

ゲスト

ラ

ビアン

ローズ

例会役割分担
司会 第１部 新本英二君 第２部 田中惟介君
聖句朗読 濱添吉生君
食事手配
横田憲子君 芳澤会長
食前感謝
松岡虔一牧師
ニコニコインタビュー
田中惟介君
受
付
正野忠之君 ＆ 藤井・望月会計
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オークション受付
メネット会
オークション準備
メネット会＆リーダー
オークション進行・補佐
中野・正野・田中君
オークション会計
横田・藤井君
CD＆録画担当
正野忠之君

9 月号ブリテン原稿
河内クラブの近未来予想
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネット会の想い出
にこにこテープ起し
巻頭言

新本英二君
横田憲子君
中野義彦君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
岩坂千種 さん
田中惟介君
丸尾欽造君

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．３４期会計報告今池グランドの照明設備費の不足額
に期中剰余金を当てたいとの提案があり、承認された
ことを持って原案を修正した後監査を受け発表する。
２．NPO 法人｢輪｣から ケアサービスのスタッフ
も増えてきたので車椅子支援はまかなえる見込み。
車中などでのコミュニケーションを楽しくしたいの
で 5 名位の参加支援をお願いしたい。
３．9 月例会の件
担当 →横田（班長）
・伊藤・望月・山内
大谷・青野
プランを検討中。ゲストの提案があればそれも検討
したい。
４．アンケート・評価会の件 ８月例会でも実施す
る。受付で用紙を配布する。
５． 東山荘 記念募金 ４月役員会で議決されたこ
とに基づき実行する。
６．韓国高校生の体験受け入れ 最終日 8/2 関空見
送りの部分で 予算内でのお土産を含み望月 Ys に
一任。

《報告事項》
1．阪和部会９月１９日
出欠は８月役員会と例会時にまとめる。
２．和歌山クラブ６０周年 １２月１３日
３．EMC シンポジューム １０月１７日

《連絡事項》
１．メネット交流会
参加 伊藤・望月・大藪・中野・丸尾各メット
と田中メン
２．７月２５日のなごみは中止
３．ジャガイモファド
販売促進について次回役員会で討議する。
４．７月講師の織田さんから預ったにこにこ献金を
会計にお渡しする
５．チャリティラン 実行委員会の持ち方に異議を
申し立てたい。ＣＳの参加を求めながら例会日等の
考慮がなされていない。
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お早めに・・・・ご連絡下さい。
登録は

これだけで
飲み放題、食べ放題
は お得ですよ～
５時３０分終宴予定

６階

開

会

２時～

会

費

￥３０００－（ワイズメン・メネット）
会

場

東 YMCA サンホーム

大歓迎！
オークション献品
◎

納涼例会を開きます。
河内恒例の
８月３０日（日）

プログラム
アトラクション・オークション etc・etc
若い娘たちの
はじける歌と踊りを
たっぷりお楽しみいただきます

青野剛暁さんから ビッグニュース

ら[くらく登山道 の
] 安全対策のために尽力、
府が整備工事に着手
車椅子のための登山施設として府民に広く
利 用 され てい る「 ら くら く登 山道 」 生( 駒 山
系・東大阪市 は)、施設の一部に不法に破壊さ
れた個所や老朽化などがあるために、安全面
で通行に支障をきたすなど、近年、緑の自然
を楽しむには十分とは言えない状況下にあり
ました。

過日、青野剛暁さんが現地を視察、現地管
理者からの説明を受けられて、景観ポイント
の整備や登山道の安全確保のための調査・打
ち合わせをしてくださいました。そして、こ
のたび府の補正予算から安全対策費として予
算化を実現してくだった旨、青野剛暁事務所
からご連絡をいただきました。

クラブでは、地域の介護を受けておられる

高齢者や障害者の方々への定期プログラムと

して、
「車いす登山」の企画と奉仕を１０年以

上続けていますが、安全を最優先する立場と

参加する方々の笑顔を思いますと、とてもう

れしいニュースです。いよいよ整備工事が始

まりますが、来年度のプログラムに向けて大

丸尾欽造

きな期待と楽しみが膨らみます。

報告

－5－
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「はじめまして・・・・・」
ＹＭＣＡ桃の里 床嶋 夕依
はじめまして、2009 年度 4 月に入社しましたＹＭＣＡ桃の里の
床嶋（とこしま）です。
アクアティックプログラムとサッカープログラムを担当しております。桃の里に来て 4 ヶ月、研修期間を含む
と 5 ヶ月が経ちますが、笑顔で楽しくをモットーに頑張っています。
日々たくさんの子どもたちと出会い過ごしていく中で気付かされたことは、「言葉かけ一つで子どもは変
わる！」ということです。
プールが怖いと泣いていた子に、「気持ちいいね、楽しいね。」と声をかけるとだんだん笑顔になります。
こけて怪我をしてしまった子には「全然痛くないね！強いもんね！」と声をかけると、立ち上がってまた走
り出します。
私はそんな子どもたちの様子を見て、おもしろいと感じると同時に、子どもってかっこいいな、すごいなと
いつも思います。
だからこそ、私はその時・その人に合った的確な言葉かけを多くしていきたいと考えています。
そして、これからも様々な人と出会い、共にあゆみ、私自身を成長させていきたいと考えています。

サンホーム特養入居者ご家族に下記の案内をしています。ご協力できる方はよろしくお願いします。

８月２9 日（土）に『夏祭り』を開催する事となりました。
第１部では、６階のホールにて出店を行います。射的やヨーヨー釣りなど、昔ながらのお
祭りの雰囲気を少しでも味わっていただけたらと思います。
第２部では、フラダンスのグループによる発表会を行います。
第３部では、毎月最終土曜日に行っております居酒屋「和み」と併せて開催致します。お酒を交わし、屋台
メニューを味わいながら、みなさんと有意義な時間を過ごしていただきたいと思っております。

入居者のみなさま・ご家族のみなさま、またスタッフとの交流の時間として過ごして頂
き、関係を築いていく機会となれば幸いです。
みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

日 時：2009 年 8 月 29 日〈土〉
第１部《出 店》
10:30～12:30
第２部《フラダンスの発表》14:00～
第３部《居酒屋 和み》
18:00～20:00

－6－

６F ホールにて
６F ホールにて
１F 喫茶コーナーにて
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2009～2010 メネット事業主任方針 （抜粋）

「メネット会の想い出」

連載 ＮＯ

５７

伊藤玲子
毎月のメネットコーナーを大変嬉しく拝読しておりま
す。
既に何人かの方々記しておられますので私は心に残
る二つを記します。
1)クラブ結成後初めての中西部会ホストを今から
29 年前（昭和 55 年）関学千刈セミナーハウスで務
めました。その折にメネット全員お揃いのピンクのブ
ラウス、胸に手作りのグラジオス？のコサージュを
付けてホスト役を務めました。このコサージュを作
るのに亡き今西メネットのデザイン、材料選びなど
用意万端の熱心なご指導がありました。私は初め
てアートフラワーを作るので何も判らずとても難し
い作業、手さばきでしたが何度も集まって皆んなで
20 人近いメネットの分を作ることが出来ました。当
日の晴れやかな写真が今も残っています。この作
業がきっかけでメネット同士が親しくなりコメット同
伴で Y’s の会合にも出かけるようになりました。

2)メネット会として我が家で座布団作りの会を二回
させて頂きました。一人二枚づつとし綿まみれにな
り綿を入れ“ とじ”
を と り仕 上げ まし
た 。 寒 い 時期 吹き
さらしの戸外での
作 業 でし た が 、 苦
労されて作られ
た”作品“を大事に
抱えて帰られまし
た。
「今も使っています」と風の便りに聞きますと当時
の想い出が蘇ります。やはり親睦はこのように共同
でお仕事をすることにより親睦が深まるのではな
いでしょうか。
最近はペンギンの折り紙をメネット会で他クラブの
方も交えてご一緒にわいわいとおしゃべりをしな
がら長崎へ送られる意義を確かめながら和やかに
親睦が深まるのを肌に感じています。
(次号は岩坂メネットの「メネット会の想い出」です)

1.事業主題
「メネットのねがい J を広げ、その喜びを共に分かち合
いましょう。
2.事業方針
*メンとメネットが共に助け合い、励まし合い、高め合っ
てワイズライフをより活性化、充実したものにしてい
きましょう。
*メネットの集いが良き居場所となるように親陸を深
め、また学びや奉仕に励み、その喜びを分かち合いま
しょう。
*女性メン(ウィメン)とも力を合わせ、メネット会の活
性化を図りましょう。
3.事業計画
1、国内プロジェクト
①メンの協力も得て、メネット会のないクラブにメネッ
ト会が誕生出来るように熱意と夢を持って努力しまし
ょう。
②各メネット会の特性を生かして、学び、親睦、奉仕を
充実させ、その喜びを分かち合いましょう。
③「自殺防止センター」、「神戸いのちの電話」への支
援にさせていただきます。そのために募金をさせて
いただきますので、どうぞ、ご支援をよろしくお願い
致します。
2、国際プロジェクト
国際からの連絡があり次第お知らせします。ご支援を
お願い致します。
3、UGP(統一プロジェクト)「HIV/AIDS」の拡大を防ごう!
の継続支援
4、メネット事業主査研修会の実施(7 月)
5、メネット強調月間(9 月)
メネット主導でメンもメネットも楽しく参加できるよう
な例会を企画しましょう。
6、RSD(西日本区メネット事業主任・キャビネット)の支援
7、西日本区メネット報「NOTES&NEWS」の発行（年３回）
8、西日本区大会でのメネットアワー開催
2010 年 6 月 12 日(上)広島国際会議場にて開催予定。

「将来の展望」
佐古 至弘
３５周年を迎える河内クラブは 若い会員、役員
の方々の力と知恵により新しいプログラムによる奉
仕活動を地域に切り開いて行かねばならないと思い
ます。その為に少年、青年リーダー達との共同によ
る地域清掃奉仕、または子供キャンプなど思い切っ
て行ってはどうか。高齢会員は資金、場所、安全等を
サポートすることにより地域の方や東 Y 会員父兄との
関係が深まるのではないでしょうか。私はこのような
プログラムを行う事によりもう一度特養サンホームと
共に東 YMCA 青少年センターの看板を掲げることを近
い将来の展望と願っています。
（次号のコラムは新本 Ys です）

―７―

Y’s Men’S

HAPPY
藤井
宮本
中野
尾北
濱添

中
善之
義彦
松子
吉生

Club

Of

BIRTH

１９ＸＸ年
１９５６年
１９４１年
１９ＸＸ年
１９５６年

Osaka

Kawachi,

DAY

Region

Japan

WEDDING

８月 ５日生
８月 ６日生
８月２２日生
８月２４日生
８月３０日生

濱添

日本区通年強調目標

West

August 2009

ANNIVERSARY

吉生＆千 妙夫妻

８月１１日

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

Youth Activities

ユースコンボケーションをきっかけに、ユースとワイズのコミュニケーションを活発にしよう！
只野準一 Y サ・ユース事業主任

「平和ペンギンが長崎へ」

8 月－9 月の予定

大谷メネット直前会長さんはじめ皆さまのご奉
仕により作製された「平和ペンギン」4 束（2,000
羽）を、昨年に続いて長崎ペンギン水族館に送り
ました。８月９日平和公園で開催される原爆慰霊
式典で、皆さまの祈りと共に献納されます。誠に
ありがとうございました。次年度もよろしくお願
い致します。

8月
８月１日（土）阪和部メネット交流会
8 月 7 日(金)ブリテン印刷・発送
8 月２7 日（木）役員会サンホーム６階
8 月 30 日（日）納涼例会 サンホーム６階

9月
9 月 4 日(金)ブリテン印刷・発送
9 月 17 日（木）例会サンホーム６階
９月１９日（土）阪和部会・合同メネット会
南 YMCA
9 月２4 日（木）役員会サンホーム６階
９月２７日（土） なごみ（予定）

2009

年７月 23 日 松岡虔一（サウスワイズ）

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

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL 06-6787-3733

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

Wind From Kawachi 言葉で伝えきれない事もある、と言った人がいる。音楽や絵や写真等々の芸術
がそれに変わるものとして有ると言う。言葉でないと伝えられないことはたくさん有るし、言葉の持つ力は社会をも
動かせると私は信じる。
又ある人からペンは剣より強いから・・と言って忠告された。 引用が違う！と思うが、言わんとする趣旨は判る。紙
のつぶてであってもそれに毒が含まれて居れば受けた者にとってはテロに等しいかもしれない。
わたしは私の言葉にスパイスは効かせても、決して毒を持たせはしない。尊敬する哲人中村天風師の教えに従い
“自分の境遇や仕事を、消極的の言語や 悲観的の 言語で、批判するような言葉は使うまい。 終始 楽観と歓喜
と、輝く希望と溌剌たる勇気と、平和に満ちた言葉のみで活きよう。”

―８―

編集子

