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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】ヨハネによる福音書 17 章 21 節
「父よ、すべての人を一つにして下さい。
」

（選・解説 岩坂正雄）

― YMCA の創立者ジョージウイリアムズの誕生日（10 月 11 日）を記念して、
世界 YMCA 正章の中心に掲げられている聖句です。BF の精神はこれに立っています―

「おもしろがって」
望月 強
10 月例会プログラム
京都部で聞いた話ですが、飲食関係のとあるお店で、挨
10 月 15 日（木）サンホーム 6Ｆ
拶が「よろこんで」と言うそうです。何事をするにしても
BF
司会
丸尾欽造君
喜んでする、それはもてなす側の心の表れを示している
開会点鐘
芳澤会長
ように思われます。頼まれたから仕方なくするのではな
ワイズソング
一
同
く、自分の心から喜んで接客する事だと思います。
聖句朗読
宮本桂子君
会社のホームページは、私が５年前に貼り付けたレイアウトをそのまま
ゲスト・ヴィジター紹介
司会者
使用しています。それを事務の若い女性が引き継いで、ホームページ作
会長の時間
成しています。そのまま引き継ぎでは、かた通りのホームページで彼女の
インフォメーション
個性も考えも反映されません。そこで会社の方針も考えず、自由な発想
ゲストスピーチ
林 圭子氏
で「おもしろがって」制作してもらいました。「おもしろがって」する事は自
「簡単エクササイズ」
分が面白いと思うことを実行する。その人の自由な発想が生まれます、
食前感謝
尾北 昇君
食事・歓談
一
同
その人の個性が生かされます。意欲的にホームページの更新をしていま
誕生･結婚祝
芳澤会長
す。結果、皆さんの評判は上々です。
にこにこアワー
これに気をよくして、営業にも取り入れようと思い立ちました。今は不
YMCA の歌
一
同
況です。経営も苦しく従業員にも仕事を押しつけます。その中で真剣に仕
閉会点鐘
大谷副会長
事と向き合って、やらなければイケナイと悲壮感もって取り組むのは、良
くないように思い、今は何事にも「おもしろがって」仕事に取り組むように
と、言っています。「面白がる」事と「不真面目」とは違っています。真剣に
取り組む事も大切には違いありませんが、「面白がる」心の余裕も必要だと痛感しました。
しかしながら、早期の景気回復を期待しています。 クラブライフも「おもしろがって」やりたいな、今年のじゃが
いも販売も「おもしろがって」販売しよう。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
9 月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２００９年９月 17 日（木）18：30～20:30
記録 横田憲子

出席者(敬称略)
メ

ン

佐古・加藤・田中・藤井・横田・望月・芳澤
新本・丸尾・宮本・伊藤・正野・尾北・大谷

メネット伊藤・丸尾・望月・初田・新本
ビジター松岡虔一（サウス）
・今井利子（なかのしま）

以上 ２１名
東京から帰阪された芳澤会長
が定刻に９月例会の点鐘をされ
た。今日の例会はどんな驚きが
あるのか、まず席に着くとランチ
ョンマットを眺めるわくわくがゲ
ストからも感じられる。そして、会
長の時間も大谷副会長が次期会
長練習にと担当された。
先月の新聞に「ケネディ元大
統領の妹８月１１日死去」と報じ
られた。この方はユーニス・ケ
ネディ・シュライバーさん“スペ
シャルオリンピックス”（以下ＳＯ
と表示）の創始者で「知的発達障害」の取り組みをゼ
ロから勉強をして支援に半世紀以上も力を注いでこ
られ、共に生きる喜びを大きく広められたのです。河
内クラブにはＳＯ大阪の設立以来かかわっておられる
丸尾欽造メンがおられます。まずＳＯ紹介のＤＶＤと、「２
０１０年日本夏季ナショナルゲーム・大阪」の取り組むべ
き予定と動きを説明された。その中から私たち阪和部
ではＳＯ支援委員会を持ち協力することを表明してい
るので、ワイズメンとしてどのようなかかわりを持て
ばいいか，様々なボランティアの紹介があった。
開催は２０１０年１１月５日～７日、１２競技が行われ、場
所は大阪府内各所を設定されています。人数は選手
団１５００名に対して審判などの役員８００名、ボランティ
ア４０００名そして家族と応援団５０００名が集まり か
かる費用の膨大な金額に私たち
は本当に驚きました。
プレの２００９年は
①、 １０月１１日の“御堂筋ＫＡＰ
ＰＯ”のオープンセレモニ
ーを有森理事長も参加し
て行われる。
②、 １０日２３日～２７日“ＳＯ写
真展”がＮＨＫ大阪放送局エントランスホールに
て行われる。
③、 １１月２１日（土）・２２日（日）ＳＯ大阪夏季地区大
会を府立たまがわ支援学校・東大阪市立花園
中央公園・舞洲障害者スポーツセンタープー
ル・イーグルボウル等で競技が開催される。
この中で、河内クラブの大藪メンは、すでに経営さ
れているボーリング場の準備と確保を申し出てお
られます。
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私たちにできることを探して下さい。

丸尾メンには日ごろの活動に対して心よりのお品
を大谷副会長より渡される。そしてニコニコタイムを
伊藤メネット・望月メネットの担当で、直前に司会の伊
藤メンより「話したいことを短くまとめるスピーチの練
習」と言われた。でも楽しい時間ですね。そして最後に
会長のオリンピック関係のクイズで笑って閉会点鐘が
鳴らされました。司会の伊藤メンにはプレッシャーをか
けてしまいましたが、終了は８時３５分で感謝です。お
疲れさまでした。

１０月例会の予備知識
筋力トレーニング・エクササイズ教室
介護保険制度での〔要支援〕〔要介護１〕のい
わゆる”軽度の高齢者“の伸びの増加が近年著し
くこれらの人は要介護度の改善率が低く、大きな
課題となっています。
エクササイズ教室は高齢者・障害者が自身の持
てる能力を発揮し、在宅で暮らすことの出来るよう
支していく事を目的とし、こうした状況を踏まえ
高齢者・障害者の日常生活行為に必要な能力の維
持・向上等に効果のある筋力トレーニングを通し
て、高齢者が要介護状態になることを防ぐと共に
要介護状態を改善することを目指しています。

ゲストのプロフィール
NPO 法人さきがけ 代表理事
＜活動＞

林 圭子先生

平成１４年～訪問介護を中心とし各家庭に訪問（現在
JA に所属）
平成１６年～１８年 訪問介護をしながらガイドヘルパ
ーに従事
平成１８年～ ボランティア活動として障害者施設や
地域自治会などの老人の運動指導、各家庭に訪問し
要介護・寝たきりの方への筋力トレーニング指導
NPO 法人さきがけの活動としてキックボクシング選手
のスポーツマッサージ・筋力トレーニング指導
＜取得資格＞
◎介護福祉士
◎視覚障害者移動介護従業者
◎全身性障害者移動介護従業者
◎介護予防運動指導士

例会で“ 簡単エクササイズ ”をご指導い
ただきますので 軽装でおいで下さい。
女性を対象に、ジャージやトランクスは準備
しております。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（９月例会）敬称略
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テープ起稿

大谷美佐子

芳澤 東京から急いで帰って来ました、間に合って良かったです。ＳＯ活動支援させていただきます。
宮本 精神障害者、知的障害者、身体障害者の重度の方と中途障害の方との教室でその中でひときわ知
的の方の明るさは素晴らしいです。加藤が知的の方を対象にした作業所を計
画中です、年明けぐらいには開設ではないかと、頑張っております。
加藤 素晴らしい活躍を陰ながら応援しています。何かで協力させて戴きます。
丸尾メ 家ではワイズの事とスペシャルの事
が話題です。話している時主人が輝
いております。週に３日程私の手弁当
とお茶を持ってスペシャルの事務所
に行ってます。私も陰ながら応援してます。
新本メ お誕生日お祝い有難うございます。
初田メ 河内には素晴らしいメンバーがいらっしゃる。またも主人を思
いだしました。
横田 私、障害者の方々を傷つけることが多くて心配しています、来年未知なる経験
をさせていただきます。
望月 丸尾さんは凄い。陰ながら応援します。
田中 私も 陰ながら応援致します。河内クラブでは遠慮なくぶちまけて下さい。
正野 会社もＳＯに参画しています。がん家族の方を支援する会で「リレーフォーライ
フ」と言う全国的な活動があります。先週の土曜日その活動に参加して来まし
た身近に５人の方ががんで亡くなり自分の思いをその活動に託そうと行ってき
ました。２４時間歩いてつなぐのですがあいにくの雨でグランドがぬかるんでて
途中で断念しました。
尾北 大きな大会で一年前から準備されているまた中枢の役を担われており河内クラブとして出来る事
お手伝いしたいです。
佐古 後期高齢者ですので高齢者として出来る事ご指導願います。納涼例会では小阪教会から沢山参加
しました「良い雰囲気でした」と、男性２人が「ワイズに入ってみようかなぁ」と言っています。
（是非お誘い下さい）

新本

会長、東京から帰られるの間に合って良かったです。お誕生日のプレゼント有難う御座います。差別
の言葉、用語には気を付けたいです。
今井（なかのしま）素晴らしい活動、高齢者ですが心の中で応援してます。
今日のお弁当の内容をみて織田先生頑張っておられるなぁと思い
ました。老婆心ですが色んなばい菌が怖いです、体力を付けてご自
分で守って下さい。図書券有難うございます。
松岡（サウス）特別な計らいで女性になる事が出来ました（女性だけにプレゼ
ントあり）平和ぺんぎんを送り、お礼状が届いています、ブリテンに
載せてもらいます。
伊藤 司会進行にご協力いただき有難うございました。
大谷 丸尾さんの素晴らしい活動はワイズメンのお手本になると思います。お手伝いする事がありました
らおっしゃって下さい。
丸尾 今日は有難うございました。
藤井 カレンダーとにらめっこして出来るだけ予定を付けたいと思います。体力はありますので…。
望月メ 凄い事されていると感心してます。 お体に気をつけてください。
伊藤メ 河内に立派な方がおられる事誇りです。頑張って下さい。

本日のにこにこは￥17,900－でした。

今期より例会終了後
1 階ロビーで評価会
を行っています。

－３－
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第３5 期 第 4 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 Menett
２００９年 9 月 24 日（木） 東ＹＭＣＡ
出席者 芳澤・田中・大谷・佐古・加藤・尾北
横田・濱添・正野・中野・丸尾・藤井
10 月例会 10 月 15 日（木）6 時３０分～8 時３０分
サンホーム
担当：A 班

ゲストスピーチ 林 圭子氏
テーマ 「簡単エクササイズ」
例会役割分担
司会
聖句朗読
食事手配
食前感謝
ニコニコ
受
付
CD 担当

丸尾欽造君
宮本桂子君
佐古至弘君
尾北 昇君
佐古至弘君＆藤井敬子君
加藤寿枝君 ＆ 藤井・望月会計
受付担当兼務

11 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

中野義彦君
横田憲子君
尾北 昇君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
田中加代子さん
大谷美佐子君
濱添吉生君

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1．１１月例会の件
担当 →Ｂ班（中野・正野・岩坂・新本
濱添・石田・田中）

《報告事項》
１.阪和部中西部合同 EMC シンポジウム
10 月 17 日（土）於：土佐堀Ｙ
5 名参加
2.チャリティーラン 11 月 23 日（祝）
於：大阪城公園
お弁当はＹサより支出・チームは２チーム出す

3.チャリティーラン第二回実行委員会
10 月 2 日（金）於：土佐堀Ｙ
正野Ｙサ出席・芳澤出張欠席
4.和歌山クラブ 60 周年記念例会
12 月 13 日（日）於：ホテルグランヴィア和歌山
（締め切り１１/２１）
5.西中国部部会 10 月 24 日（土）
於：ヴュー・ポートくれホテル
6.第二回評議会 11 月 31 日（土）於：南Ｙ

7.京都エイブルクラブ
20 周年記念例会 2010/2 月 20 日（土）
於：京都ホテルオークラ

8.阪和部地域奉仕・環境事業講演会
11 月 28 日（土）於：南Ｙ （締め切り 11/14）

9.阪和部新年合同例会
2010/１月１６日（土）於：南Ｙ

10.第 13 回西日本区大会
2010/６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島
11.国際大会
2010/８月５日（木）～８日（日）

於：横浜

《連絡事項》
1.じゃがいも・かぼちゃ荷おろし
10 月 10 日（土）10：00 サンホーム

2.サンホーム大掃除 11 月 8 日（日）10：00～

ゲスト等検討中

2. １２月６日（日）のクリスマス例会を考える
１２月担当からの設問に対しフリートーク。
Ｃ班担当でクリスマスを多く集うのではなくクラ
ブとしクリスマスを祝うことの提案に対して、役員
会での意見はリーダーの存在の意味や多くの方が
集まって祈りと学びと楽しみがＹＭＣＡ、又立食で
の食べ方と多くの人と話すマナーを考えてはとい
う意見。
会長及び班長で今日の話を踏まえ次回役員会に
プランを提出
3. ロビー展に関して 資料が配布された（チラシ、
前年度決算報告）。従来の出展者にアピールする。
中西部部会には部書記にお願いして配布していた
だくことに。９回目のロビー展での賞品は表彰や
寄付に関して時と共に変化していっているので、
担当者に任せることに。

4.じゃがいも・かぼちゃファンドの進捗状況
所要のため担当者が欠席された。９月例会で
の数が現状と捉える
5. 佐用の災害お見舞いと支援について
地域奉仕・環境事業主任より 佐用町の災害・
台湾の災害に対してできるところは募金してくだ
さいという連絡あり。部としての動きではないの

で、審議保留とする。
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より多くの人たちに、
ワイズメンズクラブを知ってもらうために、
ぜひ、プラスワン例会や200％例会、100人例
会を企画してください。
メンバー一人一人が広報マン。
ここから会員増強が始まります。
ワイズのそして自分たちのクラブの
リーフレットもしっかりと製作してください
（広報と協同で）。
[プラスワン例会、200％例会、100人例会、
呼び方の違いはありますが
目的はみな同じです]
ＥＭＣ事業通信第3号より
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阪和部会報告
９月１９日
報告
大谷美佐子
濱田部長の点鐘で開会されました。
１５２名の出席で会場は熱気に包まれパワーを感じます。来賓挨拶そして各クラブ会長の報告、色々な苦悩の
中、積極的にクラブに取り組んで運営されておられる事 頼もしいです、素晴らしいです。新入会者の報告、
紹介もありました。阪和部に対して鈴木西日本区理事より２００名に向かって頑張って欲しいとの励ましがあ
りました。その他各事業主査・主任より現状と此れからの取り組み方の報告があり第１部が終了、２部は人形
劇団「ぷくぷく」のアトラクションで人形劇はとてもほほえましく、ブラックライトは色使いが美しくファンタジ
ーな世界に引き込まれ童心に返ったような気持ちでした。
３部は懇親会と各イベントのアピールタイム、午後よりの短い時間でしたが盛りだくさんで非常に有意義な
部会でした。楽しかったです。
ホスト下さった奈良ワイズメン、メネットにお礼申し上げます。
参加者 （メン）芳澤・伊藤・佐古・正野・新本・田中・丸尾・望月・山内・横田・大谷 （メネット）伊藤・佐古・中野・丸尾・望月

濱田部長の開会挨拶

鈴木理事のメッセージ

芳澤会長 活動報告

大おろちが出た～

三木直前部長お得意のパフォーマンス
で会場 おお盛り上がり。
阪和部らしいフィナーレ・・・・
人形劇団「ぷくぷく」によるファンタジックな
ブラックライト ショー

東ＹＭＣＡ全体リーダー会に参加して

正野忠之

９月２６日（土）午後６時半から開かれました９月度の東ＹＭＣＡ全体リーダー会に、佐古ワイズとともに参加
してきました。Ｙサ・ユース事業主査として掲げました自分自身の目標で
ある５つ（大阪南・大阪東・堺・奈良・和歌山）のリーダー会参加を、芳澤会
長が掲げる、リーダーともっと触れ合おうという企画の中で実施させて
いただいたという形なのですが、事前の流れなどどうでもよく、本当に
楽しい数時間を経験させていただきました。
約２０名のリーダーが集い、討議の場というより学びの場でした。これ
は鈴木えみ所長の数年に渡る経験の中で形作られたものだということ
です。
私もリーダーに混じって課題に取り組みましたが、明るく気で、しかも豊
かな発想に感心するばかりで、いつの間にか入り込んでいました。
佐古ワイズより、『東ＹＭＣＡを皆さんで支えてください。そして（ワイズの）いろいろなところへ遊びに来て
ください』という言葉がリーダーに届けられ、私からは『（ＢＦの）使用済み切手を集めるお手伝いをしてくだ
さい。ワイズは様々な形でボランティア活動を行っています』と伝えました。次回は１０月２４日（土）です。皆さ
んも参加してみませんか？

―５―
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YMCA 桃の里も、今年で 3 年目。
桃の木はどんどん大きくなっています。
YMCA 桃の里 瀧中 慎介
「桃・栗 3 年、柿 8 年」こんなことがよく言われますが、YMCA 桃の里も皆さんの支えの中、無事に 3
年目を迎えております。今では、YMCA という桃の木には、多くの子ども達が集まってきています。今回
は、そんな子ども達を受け入れてくれているユースボランティアリーダーの紹介をさせていただきます。
① 桃の里の生え抜き「アトムリーダー」（3 年目/水泳）
② 誰にでも優しい「ペンギンリーダー」（2 年目/水泳）
③ 言葉より態度で語る「みかんリーダー」（2 年目/水泳）
④ 返事が素晴らしい「いちごリーダー」（1 年目/水泳）
⑤ 卒論に追われている「しゅうリーダー」（1 年目/サッカー）
⑥ よく喋る「マックスリーダー」（1 年目/バスケ）
⑦ よーく気が利きます「ねっこリーダー」（1 年目/水泳）
少しずつ増えてきたリーダー達、彼らにはここで活動する目的があり、将来の様々な目標があります。
YMCA 創設者が、労働青年者達のために、立ち上がったように、我々は青年のためにも活動を行い、彼ら
リーダーも、ここで得た経験を活かして、YMCA から育っていってほしいと願っています。今後も皆様の
暖かい支えをよろしくお願いいたします。

敬老祝賀会報告（９月２０日）
特養の敬老祝賀会を開催し、ご家族、ボランティア約２０名の参加がありました。今回は佐古メンの所属す
る小阪教会の信徒である中村氏が劇団員である奈良のアマチア芝居グループが吉本新喜劇ばりのお芝居
を披露してくださいました。最高齢は９８歳の CH さんです。米寿の方は２名いらっしゃいます。サンホームの
入居者の平均年齢は８５歳になり、内９０歳以上の方は１９名いらっしゃいます。今年も皆様の長寿を祝う会を
持つことができ感謝です。
１０月１１日 (日) 特養外出行事（海遊館）
ＹＭＣＡサンホーム秋のプログラム予告

正野忠之
ＥＭＣ事業主査、部の書記として他クラブを見続けてきたこの２年間
は、ワイズメンとして様々な体験をさせていただいた時間であったように思います。クラブの近未来という
テーマは、明日さえもわからないクラブが存在する現実を見た私にとって、とても重いものに感じます。
他クラブを見ていると自分のいるクラブと比較しがちで、河内クラブは恵まれているなぁとつくづく感
じます。メンバー数はもう少し増えればと思うものの、お膝元に東ＹＭＣＡというブランチがあり、しかもサン
ホームという、他では得られない奉仕環境があります。メンバーは個性があり、それぞれ得意分野を持って
います。我々は普通のことに感じていますが、海外に向けて発信し交流を実現する力があるクラブって、そ
うないのではないでしょうか。減少の一途をたどるメネット会もしっかりと存在し、充実した活動を行ってい
ます。バランス的に言えば、相当なレベルなのでしょう。ゆるぎない安定と安心を感じます。
しかし、です。それぞれが得意分野を持っているということは、そのメンバーがクラブを離れたときに喪
失するものが大きいということにも繋がるのではないでしょうか。ブリテンのオーソリティーだった初田さ
んが自分との戦いの中で田中さんに引き継いでいただいたように、皆がクラブ運営に関わりバックアップ
できる環境を作らないと、体力が弱ったときに脆くなるような気がしてなりません。もちろん、メンバー数
が増えればカバーできるのかも知れませんが、１０年後の近未来が見通せるためには、５年後を見据えての
体制作りが欠かせないと思います。
奉仕活動ができるのはクラブがしっかり存在してこそです。恵まれた環境を見失うことなく継続してい
くために、私はあえて提案します。メンバー個々がもっと他クラブに出向き、他クラブの現状を見るべきで
はないでしょうか。今苦しんでいるクラブもあれば、苦しみから脱し、メンバー数を順調に増やしているクラ
ブもあります。私たち大阪河内クラブが安定期にあるとすれば、今のうちにそれらを知り議論することは
無駄にならないはずです。
近未来を語るというテーマに沿っていると言えない原稿になってしまった気がします。しかしながら批判を
覚悟で、２年間感じ続けたことを書かせていただきました。更なる発展のために、私自身も尽力しなければ
いけないのだと肝に銘じます。
（次号のコラムは中野 Ys です）
－6－
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「メネット会の想い出」

連載 ＮＯ

５９

大藪暢子
参加出来ました時は、いつも楽しくて時間のたつ
のが早いものでした。次も参加したいと思う会で
す。
どれも印象に残る会ばかりですが、丹波さん宅で
教わったブローチ、彼女は特に皮の細工に長けたメ
ネットでした。今西さんのアートフラワー、大谷さん
のハマグリ雛、それを応用してシジミで根つけを沢
山作りました。望月さんの料理教室、等々。手芸と料
理が好きなものですから。他にも色々お世話になり
ましたでしょうが・・・・・わけても一番の想い出は伊藤
さん宅での座布団の会でした。二回しか参加できな
かったのは残念です。職人さんから手ほどきを受け、
とじ糸の長さがにぎりバサミの長さという事を知り
ました。道具がものさしとなることをです。そのとき
ブロッコリーのお浸しを呼ばれ、それ以来家でも洋
野菜のゴマ和えを作るようになりました。
見学で楽しかった想い出は京都の庭園を訪ねた
時でした。明治に、今ほど機械が十分でなかったこ
ろ、疎水の水を引いて小川をつくり、石を置いて。
優雅な想いを胸に晴れた一日を過ごせました。同
じ庭師（小川治平さん）の庭園をその頃拝観したの
で思い入れもひときわでした。茶室が開放されて
なくて、ちょっと悲しかったものです。
メネット会ではありませんが・・・・佐古さんのレスト
ランで X’mas 例会が開かれていた頃は右をみても
左をみてもコメットさんたちで一杯でした。皆若くて、
懐かしさを覚えるのは私たちが年を重ねて来たか
らですね。
これからも食事会など楽しみにしています。
(次号は田中メネットの「メネット会の想い出」です)

「阪和部メネットの集い」

命の大切さを心して
報告 :

丸尾初子

内田彩子メネット主
査の思いにそって、奈
良クラブメネットの皆
さんがご準備くださ
いました。会場は南Ｙ
ＭＣＡ。午後に部会が
開催されることから出席者にはメンの方々も多く、鈴
木誠也区理事さんをはじめ次期国際会長の藤井寛敏
さんもお顔をみせてくださいました。
森愛子(神戸)メネット事業主任さんはご挨拶の中
で、「命の大切さ、尊さ」をテーマとして取り組んでく
ださいと提唱され、とても大きな課題ではあります
がしっかりと意識してまいりたいと心に刻みました。

２００９年 10 月報

平和を祈る「ペンギン折り」にも激励と謝意をいただ
きました。
内田彩子メネット主査さんのご報告では、メネット会
があるのは５クラブ、連絡員を置かれているのが２ク
ラブ、そして３クラブにはメネット会の窓口がない現
況にふれられましたが、奈良クラブのメネットパワー
をもあわせて再認識いたしました。先日の「メネット交
流会」で作られた「お手玉」が内田彩子主査から森愛
子主任に捧げられました。これは来年横浜で開催さ
れる国際大会で海外からのメネットに差し上げられる
ものです。 活動報告のあと、
奈良の地で、朗読公演活動を
続けられている村上和佳子さ
んの「朗読」のひとときを与え
られました。心に響くはじめて
の体験でした。命の通う臨場感
にひきこまれ、ここでも「生命」
がテーマであったことに、プロ
グラムの自然な流れを覚えま
した。勿論、最後においしいお
弁当をいただきました。しあわせな秋の午前(御膳)
でした。
参加者：メネット 伊藤・佐古・中野・丸尾・望月
メン 大谷・正野・田中・丸尾・望月・芳澤

森愛子メネット主任

世界大会のためのお手玉贈呈

奈良クラブ 9 月メネット例会訪問
９月１２日（土）岩本メネット会長のお
誘いを受け奈良クラブのメネット例会
に大挙して（７名）押しかけました。部
会を控え大変お忙しいことと思いつ
つ、奈良のメネットさんの温かいおも
てなしを期待して訪れました。
親しみを込めた挨拶に始まり、和や
かに食事をし、林秀彦 Ys の愛娘、林聖子さんの卓話
「“おもい”と“いのち”を支える社会福祉」を傾聴し、豊
かな時をすごさせて頂きました。
内山隆文氏の入会式（再入会
式？）もあり、EMC 主査を輩出し
ているクラブの元気な姿にはと
ても刺激を受けました。中井会
長と５月の河内メネット例会への
ご出席を約し会場を後にしまし
た。
田中記
出席者
伊藤・中野・望月各メネットと芳澤会長・大谷・望月・田中
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岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日
青野 剛暁＆亜希子夫妻 １０月１５日
横田 憲子＆允 宏夫妻 １０月２７日

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

BF

切手整理作業を通してクラブ内でのコミュニケーションを！

奥田 一彦ファンド事業主任

長崎からのお便り・・・・
「折り紙ペンギンプロジェクトご協力のお礼」

10 月－11 月の予定
10 月

大阪河内ワイズメンズクラブメネット会御中

１０月２日（金）ブリテン印刷・発送
10 月 10 日（土）10 時ジャガイモ到着
１０月 15 日（木）例会 サンホーム６階
１０月１７日（土）
阪和部中西部合同 EMC シンポジウム
土佐堀Ｙ 14 時～16 時 30 分
１０月２2 日（木）役員会 サンホーム６階
１０月 31 日（土）第２回評議会 南 Y
なごみ（予定）

この度は、第８回折り紙ペンギンプロジェクト
にご協力いただきまして誠にありがとうござい
ました。
皆様に折っていただいたペンギンは、過去最高
の 54,830 羽となり、8 月 9 日の長崎原爆記念
日に、平和公園に献納させていただきました。
本プロジェクトは、来年度以降も継続して実施
していく予定にしておりますので、今後ともよろ
しくお願い致します。
遅くなりましたが、お礼とご報告を申し上げま
す。

11 月
１１月６日（金）ブリテン印刷・発送
１１月 8 日（日）サンホーム大掃除
１１月１９日（木）例会 サンホーム６階
１１月２３日（祝）チャリティーラン
１１月 26 日（木）役員会 サンホーム６階
１１月 28 日（土） なごみ（予定）

平成 21 年 9 月吉日
長崎ペンギン水族館 館長 甲斐宗一郎

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

初田君が手を加えて発行した最期のブリテン。08 年 10 月号 Vol396.あれから丁度
一年が過ぎた。彼の思いのこもったブリテンのスタイルを大きく変えないで踏襲することを基本に、歩み始め 緩やか
にエディターとして色を出して行きたいと思ってこの一年努めてきた。
発行部数 110 部。これを たかが、とみるか否かはそれぞれの評価によるが、私は西日本区 1700 名を分母とするな
らその 6％に当たる数は小さくないと思うし、文字媒体による発信が何らかの変化をもたらさないはずが無いと確信
している。意識の上では当ブリテンがメンバー21 名のほか部や区に 70 部送付されていることは河内の風が カオス
理論で良く引き合いに出されるアマゾンの蝶の羽ばたき以上の連鎖を生まないはずがないと思うゆえである。
さあれ 読まれなくては何の役にも立たない。紙のつぶては恨みのみ残し、渦を巻き起こすことなく しこりとな
った。 意図を表す筆力の無さを思う。 リテラシーを求める前にそのスキルを上げるよう努力しよう。
1 周忌を迎え 思うことを書いてみた。
ブリテンの意義を一度 みんなで 考えてみませんか？

―８―
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