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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）
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「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】コヘルトの言葉 4 章 9 節
（選・解説 岩坂正雄）
「ひとりよりもふたりが良い。共に苦労すれば、その報いは良い。」
―

メネットあってのメンであることを再認識しましょう―

巻頭言

5 月例会プログラム
大谷美佐子

5 月 20 日（木）サンホーム

6Ｆ

新緑の美しい爽やかな季節とはうらはらに小
さな子供の虐待のニュースが多くなりとてもや
りきれない気持ちでいっぱいです。
宇宙に行くという時代なのに、品物が豊富にあ
るのに、何が不足しているのだろうと。
なぜ虐待はおこるのか、どうすれば虐待を事前に予防できるか
は大変難しいことで答えを出せないようです。
少子化が続く中、子供が大切な時代であるはずにもかかわらず
虐待が続いている。
こうした深刻な事態に直面して、虐待防止キャンペーンの「オ
レンジリボン」やシンポジウムが開かれていますがあまり知ら
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れてないのが現状です。
日本の子供を世界の子供を守る働きがもっと欲しいものです。
ひとつの例として育児ノイローゼにならない為に同じ子供を持つ親のサークルや子供達を思い切り
遊ばす場が必要なのかも、ＹＭＣＡに ワイズに 何か出来ることは・・と考える日々です。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
４月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１０年４月１５日（木）18：30～20:30
記録 尾北 昇

出席者(敬称略)
メ

ン

田中・藤井・望月・芳澤・横田・大谷・中野
正野・宮本・山内・尾北・新本・伊藤・佐古
杉村
メネット伊藤・望月・新本・初田
ゲスト・ビジター
辻本臺子（卓話）
今井利子（なかのしま）西牧駒蔵（小阪教会）
植田正和（ヘルパー）

以上２3 名
１８：３０ 芳澤会長の開会点鐘で例会がスター
トし、藤井敬子メンの司会により和やかに会が進行
しました。
会長の時間の後、濱
添吉生メンの後任連
絡主事、杉村徹君の入
会式が行われ、緊張の
中にも新しい仲間を
迎える喜びを感じま
した。
インフォメーションでは、８月にお迎えするロシ
アのワイズメン歓迎会及び河内ワイズ３５周年記
念事業（８／１０）
、また、横浜国際大会（８／５
～８）広島西日本区大会（６／１２～１３）の案内
もありました。

ゲストスピーチは、YMCA 英語学校出身の辻本
臺子氏です。
「皆さん！アフリカに行かれた方、い
らっしゃいますか？」という問いかけに、ワイズメ
ン諸氏は沈黙・・・。アフリカ渡航経験者はありま
せんでした。
辻本さんがアフリカと関係を持っ
たきっかけは、大阪国際教会のネビ
ル・ムーア氏にアフリカの聾神学生を
サポートしてほしいとの依頼があっ
たことからでした。サポートした学生
の卒業式に出席するためにアフリカ
に行き、彼らと対面し、卒業後の彼ら
の自立事業を支援することになりま
した。
ケニア・ナイロビとキリフの２つの聾教会へ高齢
者や宣教のためにバスを贈るべく６年がかりで寄
付を集め、ケニア紅茶の販売などで資金を作り、結
果ウガンダ聖書学校にバスを送ることが出来まし
た。
アフリカの豊かな自然の中で生きる彼らに支援
することで、辻本さん自身も至福を得ることが出来
たとのことでした。
会は誕生・結婚のお祝、にこにこアワー、ＹＭＣＡ
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の歌と続き、大谷副会長の点鐘によりにこやかに閉
会しました。
在任中に
一度は入会式をしたかった。
今日、杉村連絡主事を迎え、
本当にうれしい。と固い握手を交わす
芳澤会長。
我がクラブか
らバスを贈る
ことはできま
せん。このミニ
チュアを贈らせていただきます。
と会長からプレゼント。
イェーイと乗りのいい辻本先生。

今月の会長サプライズはまだまだ続き・・・・
何か黄色いものをお持ちの方へプレゼント・・・
黄色い声を張り上げた大谷副会長もＯK だってさ。

にこにこ語録（4 月例会）
（録音が不鮮明で飛ばしています。
皆さんガッカリされないかしら？
敬称略

テープ起稿

心配です）

大谷美佐子

今井（なかのしま） 女性だけのク
ラブです。ミャンマーに中古車を
贈りました。デコボコ道で早く傷
むので今度は新車が欲しいとの
希望でしたが手が届きませんで
した。毎年支援をしています。
尾北 映像などでアフリカを見
る事があるのですが今日のお話で非常にアフリカが
近くなりました。
杉村 アフリカは凄く遠い印象
があります、日本人はあまり知
らないのではないでしょうか。
新本 子供の頃ターザンの映画
からアフリカを知りました、野
口英世さんが研究をされ日本
人ここにありという姿を残され、
辻本先生にも後に続く日本人の先立ちとしてご活躍
して欲しいです。
山内 英語が好きでアメリカの映画を観ていてち
ょっとしたきっかけからアフリカに繋がりを持た
れ、４回もアフリカに行かれて最後にはバスまで
贈られた、その行動力とお金を集められる努力に
感心します。
中野 アフリカの地下資源の取り合いが益々激し
くなるのではと危惧しております。

大阪河内ワイズメンズクラブ
田中 メネット会の食事会に行き会長に藤井さんと
実況中継で写メールを送ったのですが「仕事中です」
と、開き直った返事が返ってきました。
正野 ラビアンローズに来てい
ただきまして大反響でした。男性が
多い会社ですので皆、目が点になっ
ていました。
横田 辻本さんのＹＭＣＡのＣの
発音が私も英語学校に行っていま
したので懐かしいです。どうも
有り難うございました。
望月 アフリカに中国の進出が凄いようです。経済
的に関心があります。
初田メ 有り難うございました。
望月メ 食事は手で食べるのでしょう
か？
新本メ 良いお話を聞かせていただき
まして有り難うございました。メネット
会に参加したかったです。
アフリカの子供達のために、先生 頑張
ってください。
伊藤メ アフリカに沢山州があるのを知りませんでした。
知っているのは壁に貼ってあるキリン、ゾウです。
真近くで撮影された事とても勇気があるのですね。書道
も見せていただきたいです。
伊藤 去年の５月にナイジェリアか
ら２人来られ平均寿命が47 歳位と聞
いていますケニアの方がましです。
植田（ティンカーベル）アフリカの話を
聞いて勉強になりました。
宮本 勇敢な行動と活動本当に素晴
らしいことをされている事に感動致しました。これ
からも頑張ってください。今労働力はベトナムからア
フリカに移っているようです。
西牧（小阪協会）マラソンで早い部族
でノーベル賞を貰った人がいましたね。
佐古 先生有り難うございました。
芳澤 後 2 ヶ月です、先生の開口
1 番こぶしを上げて「成せばなる」
が印象に残っています。有り難うご
ざいました。
辻本 ナイル川のことやもっとお話することがあった
のですが時間の都合で話せなくって、残念でした。
大谷 ケニアのことは全然知りませんでした。有り難
うございました。

本日の にこにこは \１８，４００－ でした

５月はメネット例会です。
メンは 蝶ネクタイを 装着してください。
すべての女性の 日ごろのご奉仕に感謝し精一杯
のサービスをしましょう・・・・・

当日準備のために 都合のつく方は５時にお集ま
りください。

会長＆例会担当班
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奈良クラブ訪問記 ４月１０日

大谷美佐子

伊藤メンの「ワイズと国際
について」のスピーチでし
た。美しい映像と熱心なお
話ぶりは何時までも青年の
ような若々しさを感じました。
皆さんも聞き入っておられ芳澤会長曰く「内容が
毎回バージョンアップしている」と感心されていま
した。帰りにはとても美味しいお豆腐のお土産有り
難うございました。
久しぶりの訪問でしたが暖かく迎えていただき
有り難うございました。
（ 参加者

芳澤・伊藤・大谷）

故郷へ錦を飾り堂々の
スピーチをする芳澤会長！
叔母上もさぞ お喜びだったでしょう。

大阪サウスクラブ訪問 ４月６日 田中惟介
在任中にぜひ親クラブを
表敬訪問したいと言う芳
澤会長に付き添いサウス
クラブへ行きました。
仁科次期理事の卓話を
楽しく拝聴し、３５周年の
アピールも 望月実行委員長が巧みに行われま
した。
サウスクラブでは何故か緊張す
る私ですが例会を楽しんできま
した。
（芳澤・伊藤・望月・田中）

投稿『この頃の鈴木』

鈴木えみ

タイ チェンマイでの出来事
2005 年 9 月に、タイチェンマイを旅しました。
なぜそこに行くことになったかというと、シンガポー
ルで在籍していたシンガポール国際日本語教会に青
木恵美子宣教師がいらしたことがきっかけでした。青
木恵美子さんはタイチェンマイで「バーンサバイ」と
いう HIV/AIDS の方のためのシェルター（居住空間
と社会復帰の支援の場所）を運営なさっていらっしゃ
いました。なぜ、チェンマイでシェルターの運営を始
められたかというのは、ここで書くと大変長くなりま
すので、次回機会があるときにお話させていただきま
す。
その青木さんともう一人早川さんという日本人女
性2 人で立ち上げられたバーンサバイの活動を見て、
肌で感じたいというのが、タイへの旅の目的でした。
タイチェンマイはバンコクから飛行機で約1 時間、
タイ北部にある古都です。タイといえば年中暑いイメ
ージですが、北部のためか若干涼しいそうです。
ただ、
下水施設などの整備が不十分で、雨季になると川が氾
濫し街中が浸水するそうです。その度に、耐性のない
駐在日本人はコレラ等の発症しないように、水が完全
に引くまで家から出られず不自由な生活を余儀なく
されるそうです。
（次号につづく）
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第３5 期 第 11 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 LT
２０10 年４月２2 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

芳澤・田中・大谷・尾北・藤井・丸尾
横田・岩坂・望月・正野・伊藤・中野
5 月例会 5 月 20 日（木）6；３０～8；30
サンホーム
担当：B 班
中野・正野・岩坂・新本・杉村・石田・田中
ゲストスピーカー
大東 守氏
テーマ「創作立体切り紙」

例会役割分担
司会
大藪暢子さん
聖句朗読 伊藤玲子さん
食事手配
芳澤会長
食前感謝 新本力子さん
にこにこ 中野涌子さん ＆ 丸尾初子さん
受
付 岩坂正雄君＆望月・藤井会計
音楽担当 受付担当兼務

6 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！”

望月治子さん
宮本桂子君
横田憲子君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
尾北松子さん

にこにこテープ起し
大谷美佐子君
巻頭言
芳澤伸之君
原稿締切は 5 月 28 日です。厳守！

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1.６月例会の件
６月の担当

Ｃ班（横田・伊藤・望月・山内・大谷・青野）
参考：６月は評価・計画 強調月間です

プログラム
坂本次期阪和部長公式訪問
鈴木潤一君 ミャンマー報告・役員交代式
2. らくらく車椅子登山 4 月 25 日（日）に向けて
（横田実行委員長）
車椅子の参加は１７人・ボランティア１１４人・子供
１０人・車１６台公用車６台 ２１日現在の報告。今
年はらくらく登山道工事中のため車道を歩く。又、セ
ンターハウスの駐車場はＹＭＣＡが全面駐車するので
なく、片面を開けておくことにする。そのためセンタ
ーハウスで下車してから車は下の駐車場へ移動する。
２４日の１時より準備する。天候による中止判断は当
日６時３０分に連絡網で通知する。
3. 河内クラブ 35 周年記念例会進捗状況
（大谷次期会長・望月実行委員長）
ロシアのビザ取得のため準備中である。人数はロシア
のクラブ２６名と まだ連絡はないがチェジュクラブ
メンバーとプラスアルファとなる予定。
予算に関してクラブ会計より概算５０万円の支出を
想定している。
【35 周年事業に匿名の寄附依頼がありますのでご審
議お願いいたします】 承認される。
３５周年記念例会の案内を準備中。
4. ふれあい祭り 5 月 9 日（日）
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いつもの場所でウエルネスがクラフトとトランポリン
を行う。トランポリンの搬送に望月さん所有のトラッ
クをご提供頂く。お弁当代として１万円、支援。
5.次期に於ける 次々期阪和部長選考委員会発足
部長経験者（伊藤・新本・望月・田中）で選考委員会
を立ち上げ、その委員長は互選によるものとする。
6. 西日本区大会の物品販売とアピールの件
西日本区大会で、スペシャルオリンピックスのＴシャ
ツ等の販売ブース設置を申請した。承認されれば大会
当日のお手伝いよろしくお願します。
（丸尾）
7. じゃがいも・かぼちゃファンドの決算
望月事業委員長より資料配布があり、収益報告があっ
た。保存中かぼちゃに不良が出た為、収益は予想を下
回った。今年もらくらく車椅子登山をキックオフとし
たい、と抱負を述べられた。

《報告事項》
1. ＳＯ日本夏季ナショナルゲーム
大阪大会ボランティア説明会開催等のご案内
クラブ単位で研修会を持ってはどうかという提案があ
った。芳澤さん・望月さんに委任する。
2. エーブルフォー基金への献金
初田メネット会長と相談結果、今回は見送る。
3. 京都ウエストクラブ創立 30 周年記念例会
5 月 5 日（祝）於：洛北「しょうざん」13：00
4. ライトハウス献金のご報告
第９回役員会の決定により振り込み。礼状が届いてい
ます。
5.丸尾欽造ワイズが次期理事の要請により 2010～
2011 年度の西日本区ＪＷＦ管理委員会委員に選任さ
れた。
6. 第 13 回西日本区大会
６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島
１０名参加。予定数より１人多い結果となっている。
昨年販売されたピンバッジをつけて出席ください。
7. 国際大会 ８月５日（木）～８日（日）
於：横浜 参加予定数 ８名

《連絡事項》
1. 理事通信Ｖｏｌ、10 が届いております
2. ５月８日（金）ブリテン印刷・発送
3.５月３０日（土）なごみ予定
4.５月役員会で次期のことでお話したい為、役員会は
６；３０から開始したいと大谷次期会長より要望が
あった。
５月例会ゲストスピーカー プロフィール
大東 守 氏
昭和２７年１１月１３日 河内市（現東大阪市）
今米（いまごめ）で誕生。
大阪市水道局勤務を、平成２０年退職し今米で
ショップを開き創作立体切り紙を始める。各地
のイベントに出展、出演。

一枚の紙とハサミひとつで様々な動物や昆虫を
作り上げる技術は一見の価値ありです。
（推薦者

談）
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１４回目を迎えるらくらく車椅子登山報告
実行委員長 横田憲子
まず、今回も無事終わり心より感謝申し上げます。車椅子登山は天気に恵まれ、ボランティアの熱
いご支援をいただき、車椅子参加者の希望と、参加者をケアーする人と運営する人たちがいること。
私たちはこの運営部分を担っていますが、東ＹＭＣＡのウエルネス・サンホームと河内クラブの主催
で、協力してくださるのが府民の森パークレンジャー。今年は１７名の車椅子参加者があり、＊ザ・
リッツ・カールトン大阪（１３） ＊無線クラブ（１０） ＊意岐部中学校（７） ＊パークレンジ
ャー（１０）の団体支援があり、総数１２６名が ２０１０年４月２５日（日）生駒山系にあるらく
らく登山道を登った。途中パークレンジャーによるクイズや音楽演奏で癒しの工夫があったり、ふれ
あい広場でのお弁当の後、田中惟介メンの司会でサプライズの抽選や参加者の紹介や鈴木えみさんの
ゲームの歌で楽しく過ごした。
厳しい寒さと雨の多い今年の春でしたが、久々の素晴らしい青空の絶景に目を見張りました。登り
の坂を見上げながら「しんどいやろう」と車椅子参加者がロープを引っ張る人と車椅子を押す人に気
遣いをしてくださる。でも下りはあっという間にセンターハウスに到着、そのお顔はとてもいい顔を
しておられました。喜んでくださりとてもうれしい１日でした。
河内クラブからは、大谷ファミリー・望月ファミリー・横田ファミリーも含め、芳澤・尾北・大谷・
伊藤メ・加藤・丸尾・田中・望月・正野・初田メ・丸尾メ・望月メ・横田の参加でした。お疲れの中、
メン・メネットがサンホームに到着後はボランティアの方々に喉の渇きを潤していただき、懇談の時
間を持てましたことも本当にありがとうございました。

素晴らしい出会いがあり、来年も必ず参
せちさん
加します！！
参加できてよかった。又機会があれば
よろしく
JO3TSH

お天気に恵まれて、気持ち
の良い１日でした。皆様の
お手伝いが出来たのであ
れば幸いです。ヤエさん

これまで会社の仲間と５回参加しています。今回はその
中でもベストの天気に恵まれ、参加者全員大変楽しく
Happy に登山を楽しむことができました。これからも、
５回、10 回、50 回と参加したいと思います。因みにわ
が家には、10 年後を担う世代が 3 名（娘 3 人）おりま
すので心強いかぎりです。これからもよろしく。
（Ｔファミリー代表 パパ）

―５―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１０年 ５月報

2010 年！今年の目玉プログラム！！
『田んぼの学校 ～ファミリー田植え・稲刈り～』
東 YMCA では今年もファミリープログラムを実施します。昨年は和歌山県日高で海
のプログラムを満喫する「日高ファミリーキャンプ」のみでしたが、今年新しくて超目玉なプログラムがありま
す。
それは、
『田んぼの学校』
。奈良県宇陀市にある田んぼをお借りして、５月は田植え体験を、そして秋には稲刈
り体験をします。５月は田植えだけでなく、春の里山の自然を味覚を通じて体験できるように「よもぎ団子づく
り」や奈良の吉野杉を使ってのお箸作りなども予定しています。
私と同世代ぐらいの人たちや今の子どもたちは、泥に足を浸すことは初めてに近いぐらい貴重な経験です。お
そらく「わぁ～」
「きゃぁぁぁぁぁぁ」もしくは「ギヤァーーーー」って悲鳴まで聞こえてくるかもしれません。
現代人にとって自然に触れ体験することでの学びは、大切なことです。生きる力を育むＹＭＣＡですから、自然
と共存してゆくための知識や術を子どもだけでなく大人の私たちも一緒に学んでゆけるプログラムを展開してま
いります。田植え名人のおじいちゃまおばあちゃまも、お孫さんに素敵な姿を見せられる絶好のチャンス！です
ので、是非、是非、ご参加くださいませ！！
0

日程 5 月 23 日（日） ただいま参加者募集中です。詳しくはウエルネス鈴木までお問い合わせください。

２０１０年度のサンホームの職員体制は下記の通りになります。今年度もよろしくお願いいたします。

２０１０年度各事業スタッフ体制（専門職員）
部

太字 異動、新入など変更

事業

施設長

担当職員
尾北昇

事務局
責任者 尾北
（兼務）
施設ケア事業部
責任者 秋山

在宅支援事業部
責任者 杉村

事務局
尾北

副主任

月川智宏
中井則子

会員事業
杉村（兼務）
特養
秋山

主任

杉村徹

主任
副主任
ﾌﾛｱｰﾘｰﾀﾞｰ

秋山健二（ケアマネ兼務）
今井裕（ケアマネ・ショート兼務）
矢野成悟（ショートステイ担当）
八尾大樹（３階担当）

副主任

伊藤鉄矢（４階担当）

医務室
秋山
デイサービス
宮原 （兼務）

ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ

副主任
石川慶子（５階担当）
（3 階担当）濱中香里、水野真由子、山口恭平、森健、
安田絵未
（4 階担当）西尾晋一、河原和晃、世瀬美由紀、横山まどか
（5 階担当）下村崇史、岩城仁美、盛矢詳、中山幸絵
吉村みどり、
（外園順子）
主任
副主任

主任

宮原

食生活創造室
責任者 堂本

ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ
宮原（兼務）

主任

地域包括支援ｾﾝﾀｰ
杉村

主任
副主任
主任

宮原学
（兼務）
宮本貢
上村五月、林博彦、澤野準司、田中和也
武井浩美
宮原学
坂之上範子
(河井五月)
ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
宮原学
（兼務）
坂本安世
加藤亜津美 （地域包括兼務）
杉村徹
吉田絵理
弘田優子、稲毛延香
堂本隆子

夘津羅陽子、大石和秀、西川太郎
＊事務局責任者の濱添吉生、在宅支援事業部責任者の大塚由実は中高齢者事業推進室に異動になりました。
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「いちおし！」

連載

ＮＯ ６６

大藪

暢子

一押し、一杯あるわっ。という感じでおりましたが、
最近一押し君に見捨てられ続けています。例えば仲良
しのお医者様、ブティックのオーナー、いざという時
の私の強い味方でした。二人ともあちらに逝って・・・
こまったとか、考えがつかないとか、すぐに思い浮か
んで助けてくださる方が亡くなってしまうと 淋し
いというだけではなく、本当に途方にくれます。気に
入りの欧風レストランもこのご時世で値上がりして
手軽な私の居間という訳にいかなくなり、只今新しい
お店を開拓中です。
歩くことが健康に一番という事で、でも、歩くだけで
は続かないので２０，０００歩近く歩けるゴルフを趣
味としていますが、下手の横好きで（本当は練習嫌い
で）上達しないものですから他流試合にのぞめません。
というわけで、息子に勧められ、家業でもあるボウリ
ングを お客様のお相手出来るように、始めるところ
です。青春時代、週一で通っていましたが・・・・。
天候にも左右されないので、団塊の世代といわれる老
若人が又、昼間増えてきているようです。上手になれ
るようにマイ靴、ボールを買ってくれたので、頑張り
ます。
身体の健康も大切ですが、精神的にも安定したいと思
い、気に障ること、不快そうなことは、右から左へ、
そして、誘われたら先約がなければ喜んで参加し、ゆ
るやかな河の流れにプカプカ浮いてのんびりと過ご
しています。占いは信じてはいませんが、折角のＢ型
の特性といわれる“我が道を行く！わがまま！”を通
していけるようにと思っています。
広く浅く高みまで昇らず、いろいろな趣味を楽しみ、
好奇心のアンテナを何本もたてていくのが“いちお
し！”でしょうか。私にとって。

２０１０年 5 月報

横田 憲子
何十年・何百年・何千年の先に河内ワイズメンズク
ラブが残るか否か。今の日本の政治を見ていると５年
後、はたして日本という国はどうなっているのだろう
か？そんな危機感があるのだろうかまず考えてしま
う。アリさんのように働くことを教えられてきた私た
ちが、企業戦力から出される人間が楽をする商品の需
要と供給が続く。毎日を楽しまねばとキリギリスさん
になっている今日。その反動かボランティアの必要性
が増えつつあるのが現実だと思う。
そんな中私たちは ＹＭＣＡ内・外のさまざまなボ
ランティアに積極的に参加してリーダーシップ養成
のコースを自分で作り経験していく人の集まりが、立
派なクラブとして存在する意義があるのではないか
と思っている。ボランティアのフォローといえども全
体を見て細部の検討することを心掛けないと認識に
誤りが出ること。また、ある人がボランティアは決断
の学習であるとも言っている。同じプログラムでもい
つも決して同じ状況ではないことを感じ取ることな
のである。そんなアリさんの働きにこれからまだまだ
必要性はあるが、より善い精神が育つ元気で明るい活
動が人を引き付けられことになると願っている。そん
な方河内クラブにおられますよね、２０１０年でした。
（次号のコラムは宮本 Ys です）
（メネット食事会の席から芳澤会長へ送
信したお料理の写真です。
カラー印刷で無いのが残念！ です。

ぜひホームページで見てください。）

大阪河内クラブメネット食事会 平成 22 年 4 月 15 日(木)
11:30-14:30
記録：伊藤 玲子
信貴山の麓、河内二の宮 恩地神社を下った所にある純和風の料亭「成鯛」でお昼のミニ懐石食事会を楽
しみました。予約席は満席の大盛況、寒の戻りの様な肌寒い一日でしたが、床暖房で暖かく次から次へ運ば
れてくる美味しい山海の恵みを目で楽しみ舌で味わいながら、会話が弾みました。ワイズの話以外にも話題
が飛び盛り上がりました。田中メン、藤井メンが盛られたご馳走の一皿ずつを芳澤会長に写メールされてい
ましたが、うらやましいのか、「豚になって例会に出席してー」とメールで返ってきました。各人、美しい
白鳥になりサンホームに飛（豚、トン）んで帰りました。早速 2 時間ほどペンギン折紙仕上げのお仕事を
済ませ例会に出席しました。お昼は懐石を味わい夕刻はゆったりとワイズの雰囲気を味わい、二重の「ご馳
走」に預かり親睦を深めた一日でした。
出席者： メネット：初田・中野・大藪・望月・伊藤 メン、望月・田中・藤井
以上、8 名

―７―

Y’s Men’S

HAPPY
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Region Japan West
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DAY

WEDDING ANNIVERSARY

5 月
正野 忠之 １９５８年５月 ３日生
青野 剛暁 １９７４年５月１４日生

中野義彦＆涌 子夫妻 ５月 １日
山内信三＆たりほ夫妻 ５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

LT leader training

「ワイズ読本」を活用して、クラブ内新入会員及び新たな役職につく会員への的確な研修を持ちましょう。
研修し合うことから新たな学びが与えられます。
鈴木誠也 理事

35 周年実行委員会だより
第 3 回実行委員会
４月１日 サンホームにて

5 月－6 月の予定
5月

出席者：大谷・芳澤・伊藤・望月・丸尾・中野・新本・佐古・尾北

７日 ブリテン印刷・発送
２０日（木） 例会 サンホーム６階
２２日（土）阪和部チャリティカラオケ大会
２７日（木） 役員会サンホーム６階
２９日（土）ＹＭＣＡ会員大会 大阪 YMCA
なごみ（予定）

6月
４日 ブリテン印刷・発送
６日（日）サンホーム大掃除
１２～１３日 西日本区大会
１７日（木） 例会 サンホーム６階
１９日（土） 第４回阪和部評議会
２４日（木） 役員会サンホーム６階
２６日（土） なごみ（予定）

1 第３回実行委員会報告 望月
2 委員長の再選任 実行委員長＝望月 強
基本案の討議
準備段階での役割分担；
（委員長）
（副委員長）
（委 員）
：全体プログラムの流チェック
望月
丸尾
：ＩＢＣ締結係・・・・・・・
伊藤
岩坂
：歓迎プログラム係・・・・・
新本
芳澤
尾北
：観光プログラム係・・・・・
横田
：会 計 係
・・・・・
中野
3 35 周年記念例会の記録としてＣＤを作成する。
「プロジェクト：３５」の愛称でクラブ全体を盛り上げる。
4 ＹＭＣＡリーダーの応援要請
夏季プログラムで忙しいが会場設営の協力要請・・・
尾北館長より鈴木スタッフに。

詳細は別紙配布

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:杉村 徹

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

連絡主事交替！！

好天に恵まれ、第１４回らくらく車椅子登山は好評裏におえる事が
出来た。 若い力の協力は活動の中味を超えて皆を元気にする。熟
年の（敢えてこう呼ぼう）知恵と資力を生かす奉仕活動のモデルとし
て評価されて良い。
すべ

この若者たちの視野を世界に広める術を私たちは持っている。世界
を見よ！という呼びかけは、この広がりをもってこそ意義づけられ
るのではないだろうか？ 我がクラブからユースコンボケイション
かつて

に若者を送りだしてから久しい。嘗てあったらしいという伝聞の世
界である。新しく IBC 締結を目指す今、会員のテーゼ（主張）を方
向づける一つの軸として位置付けること提案する。
編集子

―８―

杉村徹さんに変わりました。
濱添さんは あわざ保育園に替わられ
ました。

５月例会時メンは必ず蝶ネクタイを
つけて来てください。
最優秀ホストに会長からサプライズ
があるかも・・・・・
例会を楽しもう！！

