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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】ペテロの第 1の手紙 1 章 24 節～25 節   （選・解説 岩坂正雄） 

「人はみな、草のようで、その華やかさはすべて、草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。 

しかし、主の言葉は永遠に変わることがない。」 
― 年度の最終月。ふり返れば、あれもこれも不十分であっただろう。 

しかしワイズダムの精神は変わらず次期につながってゆくのです―   

巻頭言  

   ありがとう『為せば成る』  芳澤伸之 

やれば出来る（可能性がある）やらなければ出来ない（可能性ゼロ） 

「出来ない」というのは、やらないだけなのかもしれません。一生懸命に努力しても出来ない

こともあります。でも、「為せば成る」の精神でやってみたことがこの一年の最大の収穫であ

りました。殆どの失敗は「いい経験」になるでしょう。一番の失敗は何もしないことでしょう。

出来うる限りのことはやり遂げました。楽しい「会長職」でありました。 

爽快であります。正に今、この爽快感を感じております。 

毎月の例会は会長サプライズを駆使し、笑いの絶えない期待度の高い例会になりました。例会では必ずアンケ

ートをとり例会後に評価会を行うことによって、例会の質の向上に努めて参りました。またクラブメンバーに

毎月「はがき」を出しスリーピングメンバーも含め例会以外での交流と会長の「想い」をお届けいたしました。 

河内クラブ恒例の高齢者や障害者を生駒山に登攀する「らくらく車椅子登山」も１２６名参加、晴天の下 14 

年目を数えました。特別養護老人ホームＹＭＣＡサンホームの施設清掃・車椅子清掃も意岐部中学や大商大付

属高校の生徒さんたちの協力も頂き、ボランティアと共に交流の場が持てました。 

国際交流も盛んに行われロシア・ＯＺＥＲＫＩクラブと横浜国際大会の時にＩＢＣ締結式を行うこと決定いた

しました。オーストラリア・バララットクラブ会長・ディッチフィールド氏を招いての例会も圧巻でした。 

今、大阪河内クラブは地域密着の奉仕活動から国際交流と多岐に渡る活動の輪が広がっています。素晴らしい

メンバーに恵まれたことに深謝すると共に、皆様の温かいお言葉に支えられ幕を下ろすことが出来そうです。

次期大谷会長時には多くの行事がございます。横浜国際大会・３５周年記念例会・阪和部新年合同例会のホス

ト等々。ここで元気な大阪河内クラブの実力を発揮したいものです。 

「ありがとう！」ワイズメンズクラブ国際協会の更なる前進のため微力を尽くして参ります。 

紙面の都合上、6月例会プログラムは最終ページに掲載しております。 

 

会 員 数 
２1名 ゲスト＆ビジター         ２７名 ５月末各ポイント累計 にこにこファンド 

（広義＆メネット会員） １名 メネット＆コメット ６名 B F ２５５５０円 ５月分  ３４，７０８円 

会 員 出 席 者 １４ 名 例 会 出 席 者 ４７名 ユース １７１００円 累  計 １９６，８８９円 

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １１名 C S １６１００円   

５月 の 出 席 率 ８１％ ５月 の 全 出 席 者 ５８名 切手累計 ５９０g   
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 ５月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２０１０年５月２０日（木）18：30～20:30 

 記録 望月治子メネット 

出席者(敬称略) 

メ ン 田中・藤井・望月・芳澤・大谷・中野・杉村 

正野・宮本・山内・伊藤・岩坂・加藤・丸尾 

メネット伊藤・大藪・中野・丸尾・望月・初田 

ゲスト・ビジター  

    大東 守・さえ子 講師ご夫妻 

（大阪西）畠平雅生・畠平剛志 

（なかのしま）今井利子 

（サウス）阪口千穂会長・有田和子・松岡虔一・山口 肇 

     吉田全孝・芳子ご夫妻・横山順子 

（奈良）中井信一会長・杉浦 英・文子ご夫妻・林 成子

岩本二三子・林 夏代・松田重子・内田彩子主査 

（サンホーム職員）広田優子・万結
ま ゆ

 

（見学）五名 

       以上 47 名 
 

 

 

 

 

 

５月メネット例会は会長のサプライズが満載でし

た。開会前からメネット、ビジターは控室に待機、控

室より会場へは各人担当のホスト（メン）と腕を組み

導かれて入場、着席いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場にはメネットの作成したペンギン

の吹流しが飾られていました。６台のテ

ーブルには白いクロスがかけられ、かわ

いい花とテーブルナンバーもあり、各メ

ネットの名札には夫々に合った花言葉が

添えられてあり、楽しさ一杯の華やかな

雰囲気をかもし出していました。 

定刻に初田メネット

会長の開会点鐘で例会

が始まり、大藪メネットの司会で和

やかに始まりました。「メネットの

願い」を皆で合唱し、伊藤メネット

の聖句朗読と続き、ゲストの大東守

氏の紹介は田中メンがされました。 

大東氏は２年前に大阪市水道局

を退職され、今は奥様と今米でショップを開かれ創作

立体切り紙を各地で出展、出演の日々を送られていま

す。幅 20 センチ長さ４m 位の白い紙を継ぎ目も無く

一気に切り、織り込んで作った長さ５０センチもの見

事な白龍を見せていただきました。実演では鶴を切っ

てくださり、その鶴の羽が動く仕掛

けを施し、その鶴が優雅に舞うがご

とく羽ばたきました。一枚の紙を継

ぎ目なしで作る様は芸術です。 

会長の時間では、国際大会へ現在

８名の参加ですがもう少し参加す

るよう呼びかけがありました。 

松岡牧師の食前感謝の後、京料亭

の美味しいお弁当を食べました。メ

ンの喫茶店が始まり、メンが注文をとり、コーヒー＆

紅茶、ケーキパイを席まで運ぶサービスを受け、ただ

ただ美味しく頂きました。そこに大東様が各テーブル

を回りリクエストを受け、その場で鋏一本を使ってキ

リンや象やトトロをアッと云う間に見事な立体きり

絵が出来上がりました。 

５月の誕生・結婚祝いとニコニコアワー（丸尾メネ

ット、中野メネット）の一言の後、大谷副会長の「次

回も皆様をお待ちしております。」お礼の言葉と点鐘

でメネット例会は終了致しました。 

 

にこにこ語録（5 月例会） 

敬称略 テープ起稿 大谷美佐子 

畠中（大阪西） 今日は楽

しい会有り難うございま

した。 

畠中剛志 父に連れられ

て来ました、小学生の時

以来３０年ぶりです。和気あいあいで楽しかったです。 

岩本メ 久しぶりの例会で楽しかったです。お土産も

沢山頂いて有り難うございます。（笑顔）  

阪口（サウス） 思う存分楽しませていただきました。

頂いた非常袋を何かの時に使います。 

山口（サウス） 子供と来るつもりでし

た。残念です。 

中井（奈良） 杉浦メネットに河内クラ

ブのメネット会に参加す

るよう誘われました、そ

の意味が良くわかりまし

た。奈良のメンも頑張ります。  

内田メ（奈良） 今期は

阪和部メネットクラブ

として活動しました、皆

さんの阪和部を盛り上げようという熱

い気持ちが良く伝わりご支援有り難う

ございます。皆さんのご協力と背中を

グッと押して頂き楽しく活動が出来ました。 
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松田メ（奈良） ナンバーワンのホストさん

を選ばせていただきました。 

吉田（サウス） 今日のNo1 ホステスは次

期会長の大谷さんです。 

 

横山（サウス） 楽しい会に出席さ

せていただき有り難うございまし

た。伊藤メンのホストぶりがとても

良かったです。  

伊藤 こんなんやったら散髪して

衣装借りてきたのに・・・・。（爆笑）                    

今井（なかのしま） 毎月寄せていただい

ていますが、この月が楽しいです。芳澤

会長の努力でここまでこられ有終の美、

来月また来ます。 

林茂子メ（奈良） 私はジャンケンをし

ても負けるし、奈良ＹＭＣＡを建て替え

たいと宝くじを買っても当たらない、と

ころが今日は沢山お米が当たりました。明日から我が

家で楽しい食事が出来ます。有り難うございました。 

弘田（サンホーム ） 初めて参加させ

ていただきました。楽しかったです。 

弘田さん子供 今日は ありがとう

ございました。 

杉浦（奈良） 芳澤会長のアイデアマ

ンらしい例会で楽しかったです。亡き

初田さんに西日本区大会の参加者名簿等で大変お世話

になったことが思い出されます。 

望月 今日一番嬉しかったことは宮本さんがスッと立

っていることです。良くここまで治ったと思いました。

ホストして悠々と歩く姿は立派なもので少々病気して

も元気な笑いでごまかして、私も笑う練習をします。 

宮本 じゃあ、立ちます、足つぼを押し

て体を整えるという先生に出会いがあ

りまして車椅子を使わずともこうして

歩くことも出来る様になりました。私の

精進のせいでしょう。（笑）望月さんの「笑

いの師匠」になりましょうか。きょうは

ホストしていただき 家で居るように

顎で使っています。 

杉浦メ（奈良） 期待通り楽しいメネット例会で、初田

さんに久しぶりにお目にかかれてよかったです。 

伊藤メ 楽しく時間の経つのもあっという間でした、

立体の切り紙凄いでした。はさみも先がピュッととが

っていて成るほどと思いました。今日は松岡先生にご

指導いただき「ペンギンの折り紙」の仕上げをしまし

た。横浜に送るペンギンの折り紙２束、長崎に４束作

成しました。 

山内 立体きり紙素晴らしいです、２年間でこれだけ

の作品つくられるのは天性の才能があるのかなあと感

じました。ほのぼのとした良い作品だと思います。 

吉田メ（サウス） 楽しいひと時を過ごさせ

ていただきました、今日は主人のことを忘

れましたホスト正野さん有り難うござい

ました。今日は大谷芳子（旧姓です）に戻

っています、頂いた花言葉は「控えめ」でした。 

正野 ナンバーワンホストの票読みしていました。奈

良行ったし・・サウス行ったし・・。芳子さんだけが

一番と、芳子さん大事にします。 

有田（サウス） 毎回楽しませて

いただいています。立体切り紙、

もっと早く知っていれば保育所

で子ども達に出来たのに、と２年

でマスターされたこと素晴らし

いです。 

望月メ メンのホストありがと

うございます、今日はねむれない

かも・・・・。（笑） 

杉村 緊張しましたが無事お役目を果たせました。楽

しかったです。 

林夏代メ（奈良） 立体切り紙感動致

しました。次期メネット会長です。 

９月のメネット例会にお越し下さい。  

大東（ゲスト） お呼び

いただき有り難うござ

います。この様な会は初めてですお誕生

日のお祝いまでいただいて有り難うご

ざいました、楽しかったです。  

松岡（サウス） 大東

さんにいただいたイ

エス様を教会に飾り

ます。ペンギンの立

体切り紙を作って下

さったのも特別に包

装して長崎市長（後輩

です）に送ります。 

芳澤 大東先生有り難うございました、畠平さんよく

起こしいただきました、剛志さん、またお待ちしてい

ます。今日のために貸衣装を借りました＊＊万です。

もし良ければ平均年齢６０？歳ですが出張いたします。

ご指名の程宜しくお願いいたします。 

大東（講師） 本日はお招きいただきまして有り難うご

ざいました。立体の切り紙と言うのです

が「Kirittai」というロゴを付けて活動い

たしております、これからも宜しくお願

い致します。 

初田メ 沢山の方に来ていただいて有

り難うございます。年に１回ある楽しい

例会を来年もお願いします。主人がおりましたら前に

出て目をランランとして見ていたと思います。 

大谷 初めて見ました。素晴らしい作品を有り難うご

ざいました。 

丸尾 平成２２年度初代阪和部イケメン大賞をいただ

きまして有り難うございました。 

田中 有り難うございます。３年前に奈良クラブの岩

本さんが来られたとき「田中、何てことしてくれるね

ん」と言われました。今日は中井会長が同じように思

っておられるでしょう。しっかり頑張ってください。 

中野 Ｂ班が担当でした、芳澤会長から「あれせい、

これせい」とこき使われました。沢山来られて良かっ

たです。芳澤会長の尻の叩きようは物凄いものでした。 
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大藪メ 行き届かないところも多々ございましたが楽

しんでいただきましたでしょうか。年に１度しかござ

いません、３ヶ月に１回ぐらいあればいいかなあぁと

思っております。（笑） 

藤井 有り難うございま

した、私と加藤さんがクラ

ブの平均年齢を下げてい

ます。 

加藤 平均年齢を下げて

いる加藤です、５４歳です、

独身です。 松岡先生、済みません来年はホストＮｏ

１を目指します。 

中野メ 立体切り紙は初めてで

した。メネットで例会の始まる前

にテーブルのお花を生けて遊ん

でいました、今日はやさしいメネ

ットでおられました。 

丸尾メ 楽しい時間を有り難う

ございました、私がイケメンの妻

です。今日のようにいつもしてく

れればと願います。 

 

本日の にこにこは \34,708 － でした 

第３5 期 第 12 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 評価・計画 
２０10 年 5 月２7 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 芳澤・田中・大谷・尾北・藤井・丸尾 

佐古・望月・正野・伊藤・中野 

6 月例会 6 月 17 日（木）6；３０～8；30 

サンホーム   担当：Ｃ班 

   横田・伊藤・望月・山内・大谷・青野 

ゲストスピーカー 鈴木潤一君  

「ミャンマースタディツアー報告」 

例会役割分担   
司会    横田憲子君  聖句朗読 山内信三君 

食事手配  望月 強君  食前感謝 山内信三君 

にこにこ 伊藤玲子さん ＆ 望月治子さん 

受  付 伊藤圭介君＆望月・藤井会計 

音楽担当 受付担当兼務 

7 月号ブリテン原稿 
例会報告                伊藤圭介君 

河内クラブの近未来予想          加藤寿枝君 

役員会報告               尾北 昇君  

Ｙニュース             鈴木えみ さん 

サンホームニュース            尾北 昇君 
メネットコラム“いちおし！”      佐古利子さん  

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 6 月 25 日です。厳守！  

審議事項・連絡事項 

《審議事項》 
1.７月例会の件 ７月１５日 

７月の担当  

Ａ班（佐古・芳澤・伊藤・藤井・杉村・石田） 

 参考：７月はキックオフ・EMC-C 強調月間です 

2. 河内クラブ 35 周年記念例会進捗状況 

（望月実行委員長） 

第５回実行委員会の経過を踏まえ報告がなされた。 

伊藤 Y's からビザの手続きの経過報告があり２６名の

来阪見込みとの報告があり、望月 Y's はチェジュとの

連絡の経過が報告された。予算組み立ての中でクラブ

からの支出に関し５０万という数字が役員会で未承認

で有るとの指摘があり（前回役員会では想定金額の報

告のみ）緊急動議として審議し来期クラブ予算で計上

することが承認された。登録費や広報について議論が

交わされ実行委員会内の結論を得た後早急にクラブ員

全体の働きによる盛り上げを行うべく役員より要望が

出された。これにより次回実行委員会予定（6/24）を

早めると回答された。詳細は、前月同様クラブ会員へ

ブリテンと同送する。 

3. 正野ＬＤ委員の活動費支援について 

LD 委員として主査会長研修会・区役員研修会の進行を

補佐するに当たり登録費が要る。任期が５年間にわた

り負担を支援してほしいとの要望で有る。何故登録費

が要るのか疑問であるがその点についてはクラブ役員

会での審議の枠を超えており正野 Y’s がＬＤ委員会

の場で疑義を提出して頂きたい。当面クラブとして支

援することとなった。 

《報告事項》 

1. サンホーム大掃除；６月６日（日）10：00～13：

00（館内）14：00～15：00（外部ごみ拾い） 

参加確認 芳澤・大谷・藤井・伊藤メネット 

2. 第四回評議会；６月１９日（土）13：00～15：00 

  出席＝芳澤・横田・田中・望月・正野 

第一回評議会 15：30～17：30 於：南ＹＭＣＡ 

  出席＝大谷・丸尾・芳澤・正野・望月・横田 

新旧懇親会 18：00～20：00 東映ホテル 

  出席＝芳澤・田中・望月・大谷・丸尾 

3.「さくらんぼ」申し込み６月２０日迄 

大阪サウスクラブ 

収益金は青少年育成プログラム等にて活用される 

4.ＳＯの物販ブース。設置承認は 5/29 の予定。 

6月12日 10時～15時15分交替で手助けを願う。 

5.第 13 回西日本区大会  

６月 12 日（土）～１３日（日）於：広島 

芳澤・大谷・伊藤・丸尾夫妻・望月夫妻・田中 

正野・横田・佐古   11 名参加決定 

6. 国際大会 ８月５日（木）～８日（日）於：横浜 

参加予定数 伊藤・丸尾・大谷・望月夫妻・横田 

正野・芳澤 

《連絡事項》 
1. ６月 ４日（金）ブリテン印刷・発送 

2. ６月２６日（土）なごみ予定 

 

 

 

 

 

 

６月ゲストの横顔 鈴木潤一君 
えくぼリーダー。大阪教育大学４回生。 

第１９回ミャンマースタディツアー（０９年１２

月２４日～３１日）に参加。 

マンダレー、ヤンゴン YMCA を訪れプログラム

に参加。その体験を話していただきます。 
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第一回阪和部チャリティーカラオケ大会開催される！ 

カラオケ帝王♪は誰に！？ 

第一回阪和部チャリティーカラオケ大会が５月２２日（土）大阪・心斎橋の「HOLLY WOOD STAR」

で開催されました。祝・横浜国際大会開催記念と銘打って部サービス事業の主催で行われました。仁科 

保雄次期西日本区理事もご参加いただき総勢４０名の熱気の中で渡辺 秀規（堺クラブ）事業主査の巧

みな話術のオリエンテーションでカラオケ大会の幕が開けられました。神谷西日本区行政監事の開会挨

拶・三木直前阪和部長の乾杯そして全員で何故か“あこがれのハワイ航路”を熱唱して前半の部の阪和

部長杯争奪クラブ対抗カラオケ合戦の始まりです。「西海ブルース♪」「おふくろさん♪」「愛の奇跡♪」

等々各クラブ十八番の大熱唱です。で、なな何と最優秀歌唱賞？はわたくし芳澤 伸之が獲得！栄えあ

る第一回カラオケ帝王に輝きました。（阪和部の歴史に残るでしょう(^^♪）その後、美穂蘭さんとのデ

ュエット♪三木先生による日本舞踊レッスン（あんこ椿は恋の花を歌いながら）小路、寺岡、鈴木マジ

シャンによるハワイアンマジックショーと次々と趣向を凝らした演出に全員大爆笑！全てに献金が課

せられニコニコボックスへ。 その後もカラオケは続き６時５２分全員で“サライの空へ”の合唱、同

５７分ＹＭＣＡの歌の合唱、同５９分坂本次期阪和部長の閉会挨拶で７時に閉会しました。渡辺主査ご

苦労様でした。（全てに脱帽です）我がクラブからは大谷次期会長も参加され素敵な笑顔を振りまいて

おられました。 

 

 

 

 

河内からの風 と称して２０ケ月、無署名で想いを書き綴ってきた。ブリテン編集者の特権！ 

今月、記事の都合でできたこの余白で総括してみるのも一 興
いっきょう

であろう（と独りよがり）。正当化するな

ら年度末であるから、と言うこと。 

 さて、ブリテンである。編集・発行を続けることは、とても負担ではあるが、ある意味、楽しい。 

読まれる為の工夫や、クラブ永続の為の啓蒙、4 っつの iを基本とする思考の展開。字数の制限から

舌足らずになっても強引に落とし所を作ったり、思わせぶりに次号へ振ることもした。 しかし、シカ

シ、いつまでも続けることはできない。否、しない。（後一年は続けると約束している）あとはシーラナ

イと振りきるつもりはないが、バトンを引き継ぐことが大事と思うからである。私はこの欄でしばしば

持続可能性を維持すること（クラブの存続も含み）を書いてきた。反応は少なかった（ほとんど無かった）

が、分らないでもない。急激な変化がすぐに起こるはずがないと誰しも思うからである。然り。生老病

死を知っている地球上唯一の生物、ヒトはメメントモリと誰かが言わない限り、死を常に自分の事とは

考えない、考えようとしないのと同様である。さらに、天が落ちてくると心配しなくても良いと言い切

る事も可で 確かになんとでも なっていくだろう。 

 それでも敢えて言うのは、EMC のスピリット（会員増強と意識高揚）に依るものと、（例会運営やホ

ームページ、各種のプログラムにおける）スキルの継続・発展を望むゆえである。若者の感覚でいえば

“うっとうしい”かもしれないが、そこはそれ、編集方針と言うやつで、これも特権！であると居直っ

てやる・・・・・・・ 

いつまでも居座らせないと 名乗りを上げてくれることを期待して余白が無くなった事もあり、又々

舌足らずであるが、ペンを置くこととしよう（この常とう句も PC では変だと思いつつ）  

 ブリテン編集長 田中惟介 
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                     田植えに行ってきました！ 
              5 月23 日日曜日、午後からは大雨が予想される中でしたが、奈良県宇陀 

 市の内田勲さん田んぼで「田んぼの学校～田植え～」プログラムを実施し 

ました。 

              到着してまずは、お昼ご飯作りで昨年内田さんの田んぼで取れた白米と赤

米を混ぜた雑穀米でおにぎりを作りました。赤米は古代米とも呼ばれ、今の白米のルーツをたどったとこ

ろで行きつくお米です。サイズは白米よりも小ぶりで表面は赤く、中は白です。白米がなぜ大きいかとい

うと、よりおいしくそしてより大きくと品種改良を重ねた結果だそうです。 

 その後、この春に取れた蓬を使って「蓬もち」を作りました。つきたての熱々のお餅をちぎって丸める

作業は子どもも大人も初体験！砂糖をまぶして早速いただきました。 

 腹ごしらえが終わって、いよいよメインプログラムの田植えです。雨も小降りになり素足で田んぼに入

りました。 初に植え方を教えてもらって縦に長く1 列になって、順々に植えていきました。初めはコツ

がつかめず、苗が斜めを向いたりしていましたが列が増すごとにまっすぐ植えることができました。 

 さぁ収穫のときは、10 月中旬。今度は稲刈りをして、実りの喜びをともに分かち合いたいと思います。 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1、クリスマス献金プログラム  レインボークラブ（障がい者・児 外出支援プログラム）  
６月２７日(日) 

  「東大阪手をつなぐ親の会」（青山会）の知的障がい者の方を招待して外出支援を行なっています。今回は、紀泉わいわ

い村を予定しています。薪でご飯を炊き、里山で1日をのんびりと過ごします。 

2、サンホームギャラリー     （１階ギャラリー） 
聖句書道展 

５回目となる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。聖書のことばが

書道によって力強く表現されています。一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。 

期間  ７月 ６日 (火) ～ 7 月２０日（火）       

投稿『この頃の鈴木』  タイ チェンマイでの出来事  前号つづき            鈴木 えみ 
タイは HIV/AIDS 疾患者が多い国です。発症理由は、生きていくために自分の体を売らなければいけなくなり買春の犠牲に

なり発症した若者（それは女性だけに限らず男性もです）や、AIDS 孤児などさまざまな要因があります。私が出会ったシェ

ルターで暮らす若い男性も、ストリートチルドレンだった頃の買春がきっかけで感染したのだそうです。 

 昼間はシェルターで青木さんや早川さんから、設立時からそのときまでの様子やシェルーターに住む人たちのことや、タイ

の山岳民族の方たちのもっとひどい状況などを聞かせていただきながら過ごしました。そして夕方になって、タイスキ（タイ

の鍋料理）を青木さんとシェルターに住むAIDSを発病している男性と3人で食べに行きました。 

 タイスキの調理法は、日本の鍋物と一緒です。野菜や肉類等の具材を箸でとって、火にかけた鍋に入れてスープで炊いて食

べます。具材を箸で取って、鍋に入れて、箸で引き上げて、タレにからめて、そして口に入れる・・・そうやって食べるので

すが、口に入れた箸でまた具材を取って、鍋に入れてを繰り返します。その時、ふとある考えが頭をよぎりました。「こうや

って彼と一緒の鍋で食べていて、私は HIV に感染しないのだろうか？？？」答えは NO です。感染はしません。それは知識

としてはわかっているのですが、ふとそう考えてしまいました。少し経って、知識がありながらも一度は不安に思ってしまっ

た自分がとても嫌でした。防衛本能であったのかもしれませんが一瞬彼に対して偏見を持ってしまったようで、自分にがっか

りさせられました。 

 彼との出会いを通して、知識とは確かなものでなく、体験によって裏打ちをされて活きてくるものだと学んだ出来事でした。

みなさんなら一緒にタイスキを食べることができますか？ 
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「いちおし！」       連載 ＮＯ ６７ 
     尾北 松子 

私の今の一押しはプラセンタの注射である。若い頃、

元気印だった私が更年期を感じ出した頃から、風邪

はよく引くし なかなか治らない症状に悩まされ

た。元気な時の体温を測ってみると、なんと元気な

時でも３５度台だった。いわゆる低体温である。ど

おりで最近免疫力の低下を痛感することが多く、こ

のままだといつか大きな病原菌に侵されるか、伝染

病でいち早く感染するか、まあろくな事は起こらな

いだろうと確信した私は なんと厚かましくも若

返りを期してプラセンタ注射なるものを試してみ

ることにした。元来が用心深くて研究熱心な性格だ

から、その日を境に書物を読みあさり ネットで採

用している病院を探し 体験者の書き込みを検索

して自分なりに納得してから、病院の窓口を訪れた。

たまたま通える距離にあった経験豊かな医師は、な

んと偶然にも我が息子と同じ大学の先輩の医師で、

ちょっと安心した。しかし何しろ初体験なので緊張

しまくって、その日の血圧は初体験の高値だった。 

ちなみにプラセンタとは

胎盤エキスの事で 病院

で注射に使われる胎盤エ

キスは健康な人間の母体

から作られている。このプ

ラセンタの歴史は古く、古

代ギリシャの時代から薬

として用いられていたら

しい。ヒポクラテスも患者

の治療に使っていたとい

うし、中国の秦の始皇帝が

胎盤を不老長寿薬として

使っていたと言われてい

る。 

プラセンタの薬理作用をあげ

ると、自律神経のバランスを整

える、肝臓機能を強化する、免

疫力を高める、基礎代謝を盛ん

にし細胞や臓器の血流を活性化

させる、活性酸素を除去し、酸

化を防ぐ、炎症を抑え 壊れた

組織の修復を促進する、ホルモ

ンバランスを整える、精神を安定させる、アレルギ

ーを抑える、造血組織を刺激し貧血を改善する、体

質改善を促す等きりがない。 

全身全霊を込めて支援し 息子を医者にしたも

のの殆ど顔も見せない息子への当てつけの為にも

プラセンタで元気で長生きを目指して頑張ること

にしよう。 
（次号は佐古メネットの いちおし！です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「リーダーから憧れられるワイズメンに」 

宮本 桂子 

ワイズのメンになって４年に満たない私が近未

来像を語るのは、なんともおこがましいのです

が・・・ 

皆様も再三述べられていますが、団体には創設期、

発展期、転換期があると思います。 

今、河内ワイズは転換期を迎え、これからどのよ

うになっていくのでしょうか？ 

私が、初めてワイズメン（サウス）の方々と出会

ったのは約３５年前で、私はボランティアリーダー

をしていました。おそらく、ワイズメンズの創設期

だったのでしょう、メンの方々は、若く生き生きと

してパワーに満ち溢れていました。それは、大学生

の私にとって憧れの対象でもあり、いつかワイズメ

ンズに入れる大人になりたいと思ったものです。し

かし、その後はご縁が無く、再度出会ったワイズメ

ンズは転換期を迎え、抱いていたイメージとはあま

りにもかけ離れていた為、しばらく違和感を覚えた

くらいです。 

しかし、最近になって、考えが変わりました。確

かにメンは、高齢化しているのが現状ですが、それ

で良いのだと考えるようになりました。 

年令を重ねられたメンの方々

がワイズの内外でもボランテ

ィアをし、実に生き生きとパ

ワフルに活動している事は、

すばらしい事ですし、社会的

にも意義があると思います。 

そして、そんなワイズメンの

姿を見て、大学生リーダーが

憧れてくれれば最高かと思い

ます。 
（次号のコラムは加藤 Y’s です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長＆会計からのお願い 
 この月で無事任期を終える事が出来ます

のは、皆様のお支えのおかげと感謝いたしま

す。 
 年度末にあたり、クラブ会費未納もしくは

残のある方は６月例会までに納入下さいま

すようお願いいたします。あわせて YMCA
協力金の納入もよろしくお願いします。 
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     HAPPY BIRTH DAY         WEDDING ANNIVERSARY      
  6 月 

伊藤 玲子 １９ＸＸ年６月 ７日生           結婚記念日の方はおられません 

佐古 利子 １９ＸＸ年６月１５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  評価・計画 
 

今年度の評価反省を的確にまとめて、やりたいことと出来ることを見つけましょう。 

そこから次の計画が生まれるでしょう。   鈴木誠也 理事 

 
  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

       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    
東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 
                                
 
 
 
 
 
 

66 月月－－77 月月のの予予定定  

66 月月    
 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） 

77 月月  

  2 日 ブリテン印刷・発送 

 １５日（木） 例会 サンホーム６階 

 １８日 安全の日 

 ２２日（木） 役員会サンホーム６階 

Wind From Kawachi 先月のこの欄で“敢えて熟年
・ ・

と
・

・・・”と書

きながら、なにかスッキリしないものを感じていた。５月の例会で芳澤

会長がクラブ員の平均年齢は６３歳ですと言うのを聞いて、それは何故

かわかった。                                          

年代を区分する色んな方法がある。例えば幼年期、少年、青年、壮年、

老年期と かつては（今もだけれど）分けられていた。青年期を過ぎ（い

つまでを青年と呼ぶかの考察は、それだけでも結構楽しめるのだが、それはさ

ておき）中年（の おっさん）と呼ばれ始めたころから、それでは あん

まりだからと思った輩が 柿やトマトではあるまいし 熟年と呼び始

めたことに？を感じていた事と、心は未だ青年であるのに、老年期に

突入していることを認めたくないと言う屈折した心理が、割り切れない

ものとして働いたのである。                      

プログラムに取り組む時、気負うことなく、てらう事もなく、青年の様

な気概で始めたいと思う。３５周年事業に取り組んでおられる実行委員

各位の気分は、まさにそうなのだと敬意をもって見つめたい。編集子          

35 周年実行委員会だより 

第 5 回実行委員会  5 月 2１日 サンホームにて 
出席者：大谷・伊藤・望月・丸尾・岩坂・佐古・尾北 

経過報告 望月実行委員長 

 ビザ・・ホームステイ関連書類送付済 

 チェジュクラブへの書簡 不着に付きメール等で連絡 

 会計口座を作成 

 ロシア在阪名簿・日程表を資料として用意する 

検討事項 
＊①IBC 締結関連 オゼルギクラブと式に用意するもの（記念品・交

換用小バナーなど）の確認（伊藤）②締結後の懇親会を持つか否かを

検討する。③名刺を作成する。 
＊記念例会       別紙資料に基づき   ブリテン送付時の 
＊在阪プログラム    別紙資料に基づき   会員への 
＊予算案        別紙資料に基づき   配布資料は 
＊各クラブへの案内状  別紙資料に基づき   実行委員長が準備 
＊登録費他       別紙資料に基づき   する。 

6 月例会プログラム 
6 月 17 日（木）サンホーム 6Ｆ 
 
司 会       横田憲子君 
開会点鐘       芳澤会長 
ワイズソング     一  同 
聖句朗読      山内信三君 
ゲスト・ヴィジター紹介  
会長の時間      芳澤会長 
インフォメーション  各担当 
坂本阪和部長公式訪問 メッセージ 
  役員交代式・新役員挨拶 

食前感謝      山内信三君 
     食事・歓談 
ゲストスピーチ   鈴木潤一君 
 「ミャンマースタディツアー報告」 
 
誕生･結婚祝     芳澤会長 

にこにこアワー  
YMCA の歌      一  同 
閉会点鐘       大谷新会長  


