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２００９～２０１０年度【主
題】
クラブ主題
『為せば成る』 Change! 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】ローマの信徒への第 2 の手紙 5 章 3 節～4 節
（選・解説 岩坂正雄）
「苦難をも誇りとします。わたしは知っているのです。
苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。
」
―

入学や就職など希望の月です。
と同時に、計画目標を達成できなかった人には嘆きの月です。この聖句の意味が生きるときです―

巻頭言

「大人にとっての絵本」

4 月例会プログラム
4 月 15 日（木）サンホーム 6Ｆ
司 会
藤井敬子君
開会点鐘
芳澤会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
宮本桂子君
ゲスト・ヴィジター紹介 芳澤会長
会長の時間
連絡主事入会式
インフォメーション
各担当

横田憲子
30 年前には趣味のように絵本を買っていた。
絵本には美しく、おかしく、楽しいお話の挿絵
と言葉があふれている。反対に子供にとって辛
い悲しいお話もあり、心の糧をいろいろな形で
与えてくれると思っていた。わが子に自分の世
界を大きく育てる助けになったかどうかは疑問
たいこ
ですが、子供に絵本を読み聞かせていだある時、ホッと心が軽くな
ゲストスピーチ 辻本臺子氏
った。その本は「いたずらきかんしゃちゅうちゅう」リチャード・
「ウガンダの子供たちのために・・」
リ・バートン作・え むらおかはなこ訳である。日々の生活から逃
食前感謝
尾北 昇君
れたいと思う気の重い子育てのころに出会った。毎日客車と貨車を
食事・歓談
誕生･結婚祝
芳澤会長
引っ張る機関車がなにも連結しないで自分だけが速く走れたら皆
にこにこアワー
この素晴らしい機関車に感心するだろうという夢があった。そして
YMCA の歌
一
同
実行した。しかし、周囲に迷惑をかけながら燃料切れで止まってし
閉会点鐘
大谷副会長
まう。そこで思ったことは、
「私はもう逃げたりはしません。逃げ
てもあまり面白いことはないんですもの。これからは、たくさんの人を一杯載せた客車や、荷物を積んだ
貨車をひいて、小さな町から大きな町まで、行ったり来たり、行ったり来たりしますよ。」今手に取ると
色あせているのでこの本を何度も読んでいたのであろう。子供にとって楽しかった本なのでしょう。大人
にとって訳者村岡花子の心躍る言葉で心が救われたのであろう。
そして、私の頭の片隅にインプットされたまま、まだまだ 生き続けている。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
３月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１０年３月１８日（木）18：30～20:30
記録 山内信三

出席者(敬称略)
メ

ン 田中・藤井・望月・芳澤・横田・大谷・中野
丸尾・宮本・山内・尾北・加藤・伊藤・岩坂
メネット伊藤・望月・丸尾・初田
ゲスト・ビジター
講師 山田 龍学師・渡辺龍徹師
Mr.Leigh Ditchfield 豪州 バララットクラブ会長
猪名川町総務部コミュニティ課 山田 裕司氏
寺岡博也・有田和子・小池 晃・横山順子（サウス）
今井利子（なかのしま）

以上２７名
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続いての実技指導は両師範の指
導のもとに何種類かの護身術を二
人一組で体験しました。力づくで
はなく合理的な技の大切さを楽し
く体験しました。Mr.Ditchfield さ
んもなかなかの武道家ぶりを発揮
されていました。
◎インフォメーション
河内 Y’s の 35 周年は 8 月開催予定で準備をしてい
る。IBC のチェジュ、USA と共に、ロシアとの交流
も計画している。
（岩坂）
今年のらくらく登山は大阪商大付属高校の２年生
25 名が参加くださる。河内 Y’s は良いリーダーシッ
プを発揮したい。
（横田）
4/15（木）にメネット食事会を恩知駅近くのレス
トランで予定している。
（初田）７ページに詳細
以

◎3 月例会は望月ワイズ
の司 会で 予定 され たプ
ログ ラム に沿 って 定刻
に始まりました。今月は
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ ﾊﾞﾗﾗｯﾄ市が猪
名川 町と 姉妹 都市 で同
市の Y’s 会長の Mr．Leigh Ditchfield さんが、猪
名川町との交流で来阪された機会を使って、猪名川町
総務課の山田さんと共に出席された。バララット市は
メルボルンから車で約 2 時間ほど南西に位置してい
ます。以前にオーストラリアの Y’s メンが河内クラブ
を訪問され、その方から伊藤 Y’s の連絡先を紹介され、
又伊藤 Y’s のホームページの情報から今回の訪問と
なった。
芳澤会長の（英語での）Welcome Speech と伊
藤メネット、宮本さん、会長からプレゼントが渡され
ました。
◎今月のゲストは少林寺拳法
の山田龍学先生と渡辺龍徹先
生のお二人をお迎えし「実践
護身術」のテーマでお話を伺い
実技を体験しました。
◎少林寺拳法は中国河南省で
ダルマ太師が面壁座禅 9 年の
修行をし、学僧に教えを説かれたが、座禅修行で弱っ
た弟子と自分の体を鍛える業が元になって技が発展
してきた。
日本には 1300 年に初代の宗家が中国にわたり
12 年の修行をへて帰国し、今日に続いている。山田
先生は現在の 32 世の宗家に昭和 50 年に出会い、以
来教えてもらうのではなく、数多くの技を見て、実践
して 覚え る厳 しい 修行 を
経て、昭和 53 年に初段、
平成 2 年に 6 段を頂き、独
立を許され、武備志拳法を
立上げた・・と話されまし
た。
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上

にこにこ語録（3 月例会）
敬称略

テープ起稿

大谷美佐子

横田 山田先生、有り難うございました、体を守るに
は力ではなくて技なのですね。
横山（サウス）楽しく過ごさせていただき
ました、父が亡くなりまして三回忌にな
ろうとしていますワイズのメンバーに加
えていただきよかったです。
有田（サウス）山田先生に教えていただい
ていますが月２回の練習はサボりがちで
す。すみません。また今日はハプニングが
あり、ごめんなさい。
小池 （サウス） いつも劣等生で、油断
せずにと・・・。スケート選手の織田
信成君。
君の先祖も油断した・・・。手品でも
チョット油断すると大変な事になり
ます、今日の帰り道油断しないように帰ります。
寺岡（サウス）今日教えていただき改めて
少林寺拳法の楽しさ、良さが分かりまし
た。弟子の出席率が悪いですが宜しくお
願いします
丸尾 （前半英語でスピーチされています）
今日は護身術を学んだのですがひとつだけ教えて欲
しい術があります、口で攻められた時どうしたら良い
ですか？〈先生の答・・・禅問答と言うのが
ありますが、女の人に攻められたら私は逃げ
ます〉
（・・・・・大きな笑い・・・・・）丸

尾メン「良く分かりました」
岩坂 今日の護身術を応用して如何に女性からの護
身術を・・そういう時代になったなぁと今日は女性に
囲まれています。 〈その後英語スピーチ〉
今井 河内クラブは国際クラブです、ロシアやオース
トラリアなど発信元は伊藤さんですね、護身術も皆さ
んノリノリでとても楽しかったです。
中野 山田先生がはいって来られてビックリしまし
た。会社の近くで同じ町内会です。毎日顔を見ていま
す、少林寺されているとは知りませんでした。近寄ら

大阪河内ワイズメンズクラブ
ないようにします。
山内 テレビでみたことがあります。歴史と伝統のあ
る凄い武術の世界だと感じました。
丸尾メ 中身の濃い例会で、遠いところからのお客様、
また自分の身を守る護身術。
「口で攻められたとき」と
話したのは私の主人です。私の事を言っているのだと
思います。
今日の術を娘や孫に教えます、主人には使いません。
藤井 お誕生日のプレゼントを頂き、
色々な経験をさせていただきました。昨
夜芳澤会長からメールがありメールの
内容が今日解かりました。ご苦労様です、
○○才最後の記念にディッチフィール
ドさんと一緒に写真を撮りたいです。（ステキでした
よ！）

初田メ 先生のお名前を見てドキとしました主人の名
前と一字違うだけでしたので。
加藤 高校３年まで剣道をしていましたが家の前で襲
われ顔中傷だらけになり怖かったです、今日教えてい
ただいた術が役に立つように思います。
宮本 例会楽しかったです。車椅子の護身術はあるの
でしょうか？〈車椅子もあります〉
山田〈猪名川町職員〉このような素晴らし
い会に出席できて光栄です、リーさんのサ
ポーターのつもりだったのですが自分も
楽しんでいます。護身術一番の教訓は口で
攻められた時どうするか・・
「逃げる」で
すって。護身術やっているうちに皆さんとの距離も縮
まって来て、護身術はバリアを張るのではなくて人と
人との距離を近づけるものだと感じました、国際交流
担当していますのでそういった事は重要だと考えてこ
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れからもやって行きたいです。
大谷 次期会長研修に行ってきました、その時の研修
を生かしこのような楽しい例会に出来たらと願ってい
ます。宜しくお願いします。
望月 横田さんにはめられたところが在りまして「例
会記録か司会どちらかと」記録は苦手なのでうっかり
司会を選んだのですが芳澤会長のプレッシャーが大き
く懸かりまして良い経験をさせていただきました。
渡邊 今日の演武を見て入門希望の方は本町でしてお
ります。年齢は関係ないです。
山田 技を練習する時には気を付けてください。これ
を機会に体を動かし元気になってください。
芳澤 護身術でこんなに笑い転げるとは思いませんで
した。４０年振りに英語の勉強を三日三晩ほとんど寝
ずにして、ようやくここまで出来ました。
ディッチフィールド ここに来たわけは
カラン・バラードさんに聞き、伊藤さんの
ホームページを見て来ました。唯一の友達
です。
田中 その①護身術にトレーナー必要？（襲われる時に
トレーナーに着替えないでしょう）

その②マットを引いたら？（マットの上で襲われます
か！）その③有田さんの威力にコテンパにされて・・・。
先に食事せずに後で・・・お腹膨れている時だって襲われ
ますよねと言いたかった。

望月メ 先生、有り難うございました、河内クラブに
こられませんか。
伊藤メ にこにこ久しぶりでカメラに顔が写っていま
したらカットして下さい。
本日の にこにこは \１９，４００－ でした。

２００９年度次期会長研修会報告 ３,１３〈土〉～１４〈日〉チサンホテル新大阪大谷美佐子
約１９０名の参加で、みっちりと計画されたスケジュールに合わせて、会長としてどのように取り組ん
で行くのかをしっかりと勉強してきました。
◎鈴木誠也理事から西日本区の現状報告。２０１０年１月１日付会員数１７２０人、毎年１００人以上が
入会し１００人近い会員が退会。退会者を減らして純増人数を増やしたい。楽しい意義のあるクラブ活動
で、出席したいプログラムと奉仕活動を作り上げていこうと提言されました。
◎「平和」を目指した「折づるラン」
；西日本区ＨＰ「西日本区折づるラン」で見ることが出来ます。
◎仁科保雄次期理事の方針は、「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」
IBC,DBC など西日本区だけにとどまらず市民レベルの交流が世界平和の一翼を担っている。積極的に IBC
を締結し文化とふれあい交流によって平和を強調できる場を作ること。人やクラブ間交流のないクラブは
衰退する。人は楽しい場所に集まる。クラブの組織強化を進めること。そして YMCA への献身的なサポ
ートは Y`s メンとして当然のことである。と話されました。
◎その他各事業主任からの方針がありました。
メネット事業は「豊島神愛館」への支援、目標額１５０万円（乳幼児の保護施設です）
◎入会を想定したオリエンテーション＆ロール・プレイングがありグループに分かれて意見交換しました。
近頃は YMCA を知らない人が増えている広報に力を入れて欲しい、人とので会いの楽しさ、他のクラブ
の取り組み等さまざまな意見が出ました。
◎二日目は、会長事務手続きの概説、そして各部に分かれて部長の方針、各クラブの報告。
坂本次期阪和部長主題「愛のわざを働くよろこびにしよう」
活動は一人ではできない、人が集まるところに大きな力が生まれる、ワイズ活動を楽しく、働くよろこび
を感じ、ワイズライフの意義をもう一度考えようと提言されています。
◎・阪和部部会・・９月２３日（祝） 和歌山に於いて
・河内クラブの対外行事予定として ８月・・３５周年例会 １１月・・ロビー展
１月・・新年合同例会担当クラブ ４月・・らくらく車椅子登山を発表してきました。
◎ 二日間詰め込みでしっかりと学びました。疲れましたが他のクラブ会長さんとも知り合いになり楽し
い会でした。クラブの皆様には学ぶ機会を与えてくださって感謝いたします。
芳澤会長が作って下さっている、人の集まる楽しい例会を引き続けて行けるよう努めて行こうと思ってい
ます。
簡単ですが研修会の報告です。

－３－
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第３5 期 第 10 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 Y サ・ASF
２０10 年 3 月２５日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

芳澤・田中・大谷・尾北・藤井・丸尾
横田・濱添・望月・正野・伊藤・中野
4 月例会 ４月 15 日（木）6；３０～8；30
サンホーム
担当：Ａ班
ゲストスピーカー
辻本臺子（つじもと たいこ）氏
テーマ「ウガンダの子供たちの為に・・・」

例会役割分担
司会
藤井敬子君
聖句朗読 宮本桂子君
食事手配 丸尾欽造君
食前感謝
尾北 昇君
にこにこ 佐古至弘君 ＆当日指名のメネットさん
受
付
加藤寿枝君＆宮本桂子君＆望月会計
音楽担当 受付担当兼務

5 月号ブリテン原稿
例会報告
河内クラブの近未来予想
役員会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム“いちおし！”

尾北 昇君
横田憲子君
横田憲子君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
４月指名のメネットさん

にこにこテープ起し
大谷美佐子君
巻頭言
大谷美佐子君
原稿締切は 4 月 23 日です。厳守！

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1.５月例会の件（メネット例会）
５月の担当Ｂ班（中野・正野・岩坂・新本・濱添・石田・田中）
参考：
５月はＬＴ（リーダーシップトレーニング）強調月間です
紙切り作家を招聘し実演。＆会長の強い要望に基づき、
メンのホストによる食事会とする予定。

2.河内クラブ 35 周年記念例会進捗状況
（大谷次期会長）
8 月 10 日(火)5：30 より東ＹＭＣＡ1 階フロアーで行う。
35 周年の歩みと感謝を込めた周年年記念にしたい。
35 周年の記念品を東ＹＭＣＡに贈呈することを承認。

3. ロシアホームステイ受け入れについて
＊横浜の国際大会から夜行バスで９日（月）早朝大阪到着。
９・１０・11 日の 3 泊のホームスティです。
約１７名受け入れ先として、現在 9 名の方（遠藤通寛・小
路修・島並宏彰・畠平雅生・成瀬康夫・伊藤圭介・大谷美
佐子・望月強・中野義彦 各 Y’s）が申し出てくださって
います。
＊オルガさん所属の OZERKI クラブとの IBC 締結の方向で
前向きに対処する。窓口として伊藤 Y's に一任する。横浜
国際大会での締結を目指す。承認

4. 書庫にある小バナー（素材）の取扱について
国際大会・３５周年等に使用できるよう手分けして完成を
目指す。

案件があれば期日までに会長へ提出。フォーム有。クラブ
の総意に基づき対応する。

7.新年合同例会の件
実行委員会がまだ立ち上がっていないが坂本次期部長か
ら日にちの決定を求められ、１５日で回答するも中西部と
重複するということで変更。１月１０日開催とする。

8. 連絡主事交替
４月１日付で現濱添主事は阿波座保育園へ転出。杉村徹君
が着任する。４月例会で入会式を行う。歓送迎会を予定。

《報告事項》
1.沼津ワイズメンズクラブよりユース支援事業とし
てアジ（鯵）な干物購入のお願い。
2.サウスワイズメンズクラブ例会
4 月 6 日（火）18：30 於：南Ｙ
芳澤・伊藤・望月・田中参会

3.奈良ワイズメンズクラブ例会
4 月 10 日（土）18：30 於：ウェルネスセンター
伊藤Ｙ’ｓゲストスピーチ、芳澤・大谷参会

4.落語と語りの会
（大阪泉北クラブ・猪瀬正雄氏出演）3 月 28 日（日）
於：希望が丘教会
5. 第 13 回西日本区大会
６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島
登録者把握 望月夫妻・芳澤・横田・田中・大谷
伊藤・正野・佐古・丸尾夫妻
6. 国際大会 ８月５日（木）～８日（日）
於：横浜 参加予定者
望月夫妻・伊藤・丸尾・大谷・山内

《連絡事項》
1. 4 月 2 日（金）ブリテン印刷・発送
2. 3 月 27 日（土）なごみ中止
3.その他
(ア) 12 月 24 日～31 日大阪ＹＭＣＡミャンマースタディ
ーツアー参加の東Ｙリーダー鈴木誠一さんに例会で
報告をお願いしたい。6 月例会で予定することにな
る。 横田
(イ) ＹＹ雛祭りに河内クラブからたくさんお手伝いいた
だきありがとうございました。 正野
(ウ) 2010 年に開かれるスペシャルオリンピックス日本
大会に多額の費用がかかるので募金箱を全クラブに
おねがいする。よろしくお願いいたします。 丸尾

４月例会

ゲストスピーカー

プロフィール

辻本臺子（つじもと たいこ）氏
大阪女学院卒業後（１０年間）貿易商社勤務。
同時期夜間 YMCA 英語学校就学。
語学習熟の為大阪国際教会クリスチャンセンターの
英語礼拝に出席。ここでのネビル・ミューア氏と出
会いがケニアへ行くきっかけとなる。
現在、ウガンダの子供たちにバスを贈る為に活動中。

5. らくらく車椅子登山 4 月 25 日（日）に向けて
25 日に第 2 回準備委員会を開いた。商大付属高校デザイ
ン科からの多数の参加が見込まれる。
パークレンジャーについては交渉窓口が（財）大阪府みど
り公社になりチラシ等に協賛の文言記入を要望されてい
る。現状、ゲラの段階であるから記載できる。
6. 西日本区大会・代議員会、議案提出の件

―４―

淀川区淡路・羽曳野市で辻本書道教室主催
淡路では英会話教室も開設
その他 第３師団からの派兵を止めよう！関西実行
委員会の呼びかけ人に参画・人権教育交流訪日団 第
7 回訪日団のゲスト･ホスト等に参画等幅広く活動
されています。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年 ４月報
第５回

車椅子清掃隊報告

地域奉仕環境事業委員会 横田憲子
3 月 20 日（土）１３：００～１５：００ 14 名の参加
者で車椅子清掃が行われた。当日の天候は生駒山がかすむ
ほどの黄砂と高温そして突風という変化の激しい日でし
たが、河内クラブにとり、大商大付属高校デザイン美術コ
ースより７名がボランティアに初参加くださり、芳澤会長
の思いが叶えられとてもうれしい日でした。10 代の若く
元気な方々を加え、おかげさまで 16 台の車椅子がピカピ
カになり感謝です。
作業終了後 6 階で冷たいお茶で懇親の時間を持つことができました。
（高３）神農垂花（かみのすわ）いろいろ体験できました。又参加したいです。
江尻綾乃（えじりあやの）車椅子清掃と関わって以前訪れたホームとは違う体験ができた。
原田志織（はらだしおり）車椅子の汚れがとれ、役に立ててうれしい。
（卒生）花枝紗己（はなえださき）介護のお手伝いで良い体験ができた。
木村喜久美（きむらきくみ）掃除をしていくうちに楽しくなり充実した時間でした。
藤野李奈（ふじのりな）会話は難しかったが、挨拶や「ここに置いておきます」と言える
ことができた。
（先生）久語民雄（くごたみお）自主性を重んじ、学校では出来ない勉強をしたくて参加しました。
（芳澤会長）この事業から地域に密着したボランティア交流の輪がどんどん広がって行くような気
がしました。
ワイズからは芳澤会長・佐古・丸尾・伊藤メネット・初田メネット・藤井・望月メネットの 7 名
の参加でした。今後大商大付属高校から河内クラブのプログラムにご参加くださるといううれしい
メッセージをいただくことができました。本当に皆様お疲れ様でございました。

蒲生野クラブ２０周年祝会報告

正野忠之
３月７日（日）
、近江八幡のホテルで行われました滋賀蒲生野クラブの２０周年記念例会に出席し
ました。我が河内クラブからはメン・メネット９名が参加。これは近隣クラブを除くとひとつのク
ラブとしてはかなりの人数で、これからのご縁を託す意味を込めて、芳澤会長よりお祝い金が渡さ
れました。
会はインド音楽の演奏でスタート。１３０名ほどの出席者が聴き入っていました。その後、式典、
記念食事会と進み、暖かみのあるプログラムを楽しむことができました。また、会が終了してから、
蒲生野クラブの親クラブである近江八幡クラブの人たちと交流する時間が持て、私にとっては有意
義な初のびわこ部訪問だったように思います。

額田王の古歌にちなんだ演出やブリテン企画のワイズの輪の人脈を生かした集客、DBC２クラブ
との交流、手作りの祝会等若いクラブの溌剌とした内容はワイズ祝会のよいモデルだと感じた。
２２５名の参加は１クラブの集客としても記録的だと思う。会員の熱い思いに感銘した。 田中記

蒲生野クラブ２０周年

おめでとうございます

―５―
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横手山スキーキャンプ現場より
3 月 26 日。大阪ではようやく長
雨もあがり春らしい日差しが差し
込み、甲子園ではセンバツ高校野球の熱戦が繰り広げられ、そ
してプロ野球も開幕をした今日、私は志賀高原横手山のとある
ホテルでスキーキャンプ 2 日目を迎えております。
長野県北東部にある志賀高原。その
中でもここ横手山は本州で一番標高
の高いところにあるスキー場で、例年
5 月下旬までスキーを楽しめるとこ
ろとして有名です。この春休み期間中
も、雪解けでの雪不足の心配もなく、
ここ数年キャンプ地として使ってい
るところです。
そんな横手山の今日の天気は一日中「雪」
。年末スキーを思わ
せるほど、根雪の上にさらさらの雪が積もり、こけても痛くな
い絶好のコンディショニングでした。子ども達も寒さに負けず、
1 日 4 時間のゲレンデ講習を終えました。まだゲレンデ 1 日目
を終了したところですが、子ども達は自分が上達している実感
が大変嬉しいらしく、部屋の中で書いた「明日の自分への手紙」
には『リーダーがスキーで誉めてくれるのが嬉しいから明日も
頑張る！』や『次のワッペン目指していっぱい滑る』などと前
向きにそして積極的な姿を見せてくれています。
キャンプは残り 3 日。スキーやお友達との共同生活を通して、
自信と新しい友情ときらきら輝くまなざしを大阪におみやげと
して持って帰りたいと、今は思っています。
鈴木えみ記

卒Ｙ式・ボランティア感謝会に参加して
正野忠之
３月６日（土）
、今年社会人になるユースリーダーの
『卒Ｙ式』が、サンホームで行われました。今年の卒
業生は７名。佐古ワイズ（東ＹＭＣＡ運営委員長）よ
り祝辞があり、芳澤会長より記念品が贈呈されました。
感極まって涙するリーダーの姿が印象的でした。
またその日の夕刻、同じくサンホームで『ボランテ
ィア感謝会』が開催されました。これは東ＹＭＣＡと
サンホームに携わるボランティアのみなさんを招き、
感謝の気持ちを表わそうと企画されたもので、多くの
人たちが参加されました。手作りのご馳走やゲーム大
会などで大いに盛り上がりました。日頃の奉仕に感謝
する、素敵な催しだったと思います。
河内クラブからは伊藤メネットが、喫茶ボランティ
アとしての労を感謝されておられました。
参加者 佐古・新本・芳澤・丸尾・横田・正野

満面の笑み
（写真・キャプション提供 丸尾欽造）

－6－

３月７日（日）に森島コーチを始めセレッ
ソ大阪の選手や子供たちの訪問を受けまし
た。彼らの素晴らしい技術や、子ども達との
ふれあいを観る事ができ、お年寄りの皆さん
が今年一番の笑顔を見せてくださいました。
残念ながら覚えいないお年寄りもおられま
すが、
”さわやかサッカー”で素晴らしい時
間を過ごして頂いた事は確かです。勿論、覚
えていらっしゃる入所者は、食事中に「楽し
かった！孫に自慢しよう！」と お話しして
下さいました。
（特養主任 秋山健二）

投稿『この頃の鈴木』

シンガポールの今

東 YMCA

鈴木えみ

この春、シンガポールからスタッフが帰任しました。彼に
今のシンガポール事情を聞くときがあり、4 年前との違いを
実感しました。
観光立国であるシンガポール。世界に誇るチャンギ空港に
はターミナルが４つ建設されており、南アジアのハブ空港と
してまだまだ拡大してゆく様相です。観光客はもちろん、ビ
ジネスマンも多く見られるチャンギ空港。トランジットも時
短で便利になり、空港内でも乗り継ぎ時間を有効にそして快
適に過ごせるような工夫もあり、トランジットを使って市内
へ出るビジネスマンや観光客が減ってきたそうです。
これでは、観光立国シンガポールとしては経済が成り立た
ない。いろんな方策のひとつとして、今年カジノがオープン
したり、USS（ユニバーサルスタジオシンガポール）が建
設されたり、世界一の観覧車がお目見えしたり、一昨年から
は自動車レースの F1 の会場となったりと手を打っている
ようです。昨年秋のリーマンショックから立ち直り、シンガ
ポール国内の景気も回復し、物価も上昇しているようです。
そんなシンガポールにも、大きな悩みがあるようで・・・
シンガポールはマレー半島の先にある淡路島ほどの大きさ
の島国です。島内に貯水池はありますが、それではシンガポ
ールに住む人たちの喉は到底潤せません。水は隣国マレーシ
アからパイプを通して買っている状態です。観光立国だけで
なく世界中の優秀な研究者を誘致し、大規模の研究都市を持
っているシンガポール。そこの科学者が「水を作る」ことを
日々研究しているそうです。
振返って日本を考えた時、生命を維持するための必須条件
である「水」を自給自足出来ることは、経済が潤うよりも、
国が発展するよりも、恵まれたことなのかもしれないと考え
るのでした。

大阪河内ワイズメンズクラブ

「いちおし！」
連載 ＮＯ 6５
阿修羅と茶がゆと
岩坂 千種
はるきぬと いまか
もろびと いきかえり
ほとけのにわに
はな さくらしも
秋艸道人（会津八一）
古都奈良は いま遷都 1300 年祭（710～
2010）のまっ盛りです。興福寺境内を中心とした
奈良公園の散策をおすすめします。
東大寺大仏を建立した聖武天皇の后、光明皇后は
興福寺建立の藤原不比等の息女で日本の福祉事業
の祖といわれています。
わが子を亡くした悲しみから興福寺に寄進した
約 30 体の仏像の何体かは少年の顔をしています。
国宝の阿修羅もその一体で憂いをおびた微笑み
がリニューアルされた国宝館に戻ってきました。
奈良育ちの私にとって少女時代から何度も拝観
した阿修羅像、昨年あたりから大変なブームになっ
ていますが、何度拝観しても感銘をうけます。
国宝、重要文化財の数々を満喫されたあとは「塔
の茶屋」（五重塔の裏）で奈良伝統の茶がゆ弁当を
楽しみましょう。さっぱりした茶がゆと、彩りゆた
かなお弁当は きっとお気に召すことでしょう。
食後は春日大社の一の鳥居をくぐって あさじ
ヶ原の丸窓梅林から浮御堂あたりの散策をたのし
みましょう。
古都奈良をこよなく愛した歌人 会津八一先生
の想いを共感できるひとときとなることでしょう。
塔の茶屋

火曜日定休
（祝日の時は翌休）
営業時間 11：30～19：00
茶粥弁当
￥3450－～
（昼のみ 16：00 まで相部屋）
茶粥懐石は個室利用
￥8400～10500
編集部調べ

メネット食事会のお知らせ
恒例の食事会を以下の要領で行いたいと思います。
日 時
場 所
集 合

４月１５日（木）11：30～14：30
なりたい

「成鯛」072-943-6123
近鉄大阪線 恩智駅（各停のみ停車）
11：15 に集合
会 費 ４０００円前後
締 切 ４月９日まで。初田迄お電話ください。
この日は例会日ですので食事後サンホームへ移動し、
ペンギン作りと繋ぎを行います。
メン・メネットの皆さま、多数ご参加ください。
初田真佐子メネット会長

２０１０年 ４月報

「クラブ近未来に向けての転換期」
芳澤 伸之
クラブ創設期は、クラブづくりの趣旨を理解して、
創設に意欲や熱意のある人が沢山おられたことと思
います。河内クラブも３５年を経過しある意味転換期
を迎えているのではないでしょうか。
クラブ内の意見を傾聴し、コミュニケーションを取
る事が転換期には特に重要になってくるのではない
でしょうか。継続期も同様ですが、様々な人たちの活
躍の場に考慮し、感謝の気持ちを常に表しながら、上
手く舵をとれる人が望まれます。突き進む情熱ととも
に、飲みにケーションなどで本音をぶつけ合いながら、
聞きながら進めることも転換期には必要なバランス
感覚かもしれません。自分自身が楽しむと共に地域の
人たちが喜んだり成長したりすることに動機付けら
れるような人、クラブの理念や地域の未来像を言葉で
表現して広く伝えることのできる人、実現に向けての
様々な困難に対しても前向きに対処するタフさを持
つ人、前例のない初めての事に対してもチャレンジ精
神を持って取り組むことが出来る人が必要でしょう。
転換期と云ってもその変化に対する柔軟性が必要
であり「変えてはいけないもの」「変えなければなら
ないもの」をしっかりと分別することも重要なことで
しょう。世代から世代へと引き継がれてきた大切な贈
り物をワイズ理念と共に次世代に育み引き継いでい
く必要が課せられています。その為にも原点に還り再
考し将来に向かって新たな一歩を踏み出す勇気も必
要でしょう。今の河内クラブは活気づき笑顔が増した
ような気がする反面、本音で語れない側面も持ち合わ
せていませんか。相互の友情を深め、地域に根ざした
奉仕活動を目指して語り合いたいものです。近未来像
を見つめて。
（次号のコラムは横田 Ys です）
ヴェクセルクラブ訪問記
3 月 12 日（金）75 歳の誕生月を迎えた増石 Y's
の案内で、ヴェクセルの例会に出席した。
彼は他クラブでも使えそうな（興味深い）ゲスト
の時はいつも案内をくれるのです。今回はセミプ
ロ級の落語家、交遊亭楽笑さんの手話落語。手話
に関心のある方や入会見込みの方等を含め 20 余
名の参会者があり、少人数クラブで有りながら充
実した例会を持たれました。
手話を堅苦しく考えず、気持ちを伝える事の大切
さを教わり、翼をくださいの曲
に合わせての実演では参加者全
員、見事な手ぶりでした。
例会後の懇親会で名刺の交換を
してきましたのでいつか河内の
例会にお招きしたいものです。
田中惟介記

―７―

Y’s Men’S

Club Of Osaka Kawachi,

HAPPY BIRTH
４月
丸尾 初子
伊藤 圭介
大谷美佐子
加藤 寿枝

Region Japan West

DAY

April 2010

WEDDING ANNIVERSARY

１９４５年４月 ２日生
１９３２年４月 ７日生
１９４８年４月 ８日生
１９５６年４月１９日生

結婚記念日の方はおられません

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

YMCA サービス・ASF

ASF の意義を再確認し、YMCA サービスを徹底しよう！

4 月－5 月の予定
4月
２日 ブリテン印刷・発送
１5 日（木） 例会 サンホーム６階
２2 日（木） 役員会サンホーム６階
２５日（日） らくらく車椅子登山
２４日 なごみ（予定）

5月
７日 ブリテン印刷・発送
１５日 阪和部チャリティカラオケ大会
２０日（木） 例会 サンホーム６階
２2 日（木） 役員会サンホーム６階
２９日 なごみ（予定）

只野準一

Ｙサ・ユース事業主任

35 周年実行委員会だより
第 2 回実行委員会
出席者：大谷・芳澤・伊藤・望月・丸尾・中野・藤井
日 時 2010 年 3 月 20 日（土） 18：30～
場 所 サンホーム
審議事項
1 委員長の選任
実行委員長＝芳澤伸之
副委員長＝岩坂正雄
2 基本案の討議
テーマの確立；未
日 時； ８月１０日（火）17：30～
会 場； 東 YMCA サンホーム
会 費； 未
役割の決定；未
3 第３回実行委員会 ４月１日（木）18：00～

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
大阪河内クラブホームページアドレス

東大阪市御厨南３－１－１８
TEL 06-6787-3733
http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind From Kawachi
＊今年は早くから桜の便りが届き始めたのだが、お彼岸過ぎてから
の冬型気圧配置で、冷たい北風が吹き荒れている。寒さのせいでま
だ満開に至らない桜にとっては、花に嵐とならず４月、月初めの日
曜あたりまで何とか持ってくれそうな気配ではある。穏やかな日々
が続くと良い。
＊阪和部の敬愛するメンバーの退会や親しいメンバーの逝去の報に
接しナーバスになっている。
花に嵐のたとえもあるさ、さよならだけが人生だ。（五言絶句「勘
酒」井伏鱒二訳）この詩は、すぐに別れは来るけれど ここで膝を
突き合わせている今は 共に酒を飲み干して楽しく生きよう、と続
く。
＊堅苦しい縛りの無い、緩やかな付き合いの中でゆっくりと楽しく
やっていこうと思う。
編集子

―８―

ＢＳ

年賀切手シート

芳澤・３枚、 岩坂・８枚、 横田・12 枚
のご提供がありました。会計で換金し、ＢＳに繰
り入れます。切手はブリテン郵送に使用します。

なかのしまクラブの今井利子 Y’s からブリ
テン送付用として切手をご恵贈いただきま
した。ありがとうございます。
ヴェクセルクラブの増石広之 Y’s からブリ
テン送付用として切手をご恵贈いただきま
した。ありがとうございます。
訃報
3 月 26 日に泉北クラブの光成幸子 Y’s が
召天されました。謹んで哀悼の意を表しま
す。

