２０10 年 7 月報

Vol 417

２０１０～２０１１年度【主
題】
クラブ主題
ワイズ事業に活力を！
大谷美佐子
阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。
“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ）
西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ”
副題
泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル）
アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
スローガン “Realization of World Peace through Y’s Activities”

高田

「世界平和をワイズの手で」

国 際 主 題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
“Build a Bridge to the Future”

スローガン

一彦（横浜クラブ）

藤井寛敏（東京江東クラブ）

「明日《あす》への橋を架けよう」

【今月の聖句】ローマの信徒への手紙 15 章 1 節～2 節
（選・解説 岩坂正雄）
「わたしたち強いものは、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。
おのおの善をおこなって隣人を喜ばせ、互いの向上に努めるべきです。
」
―

新しいワイズ年度を迎え、新会長のもと目前に迫った３５周年記念プロジェクトを成功させましょう。
考え方や力量の違いがあるのは良いことです。違いを超えてひとつ心になれるワイズダムの初心を大切にしよう。―

『宜しくお願いいたします』

大谷美佐子

７月例会プログラム

いよいよ河内クラブ会長としてスタートいたします。
7 月１５日（木）サンホーム 6Ｆ
今年度クラブ主題「ワイズ事業に活力を」と致しました、
6：30～8：30
司 会
藤井敬子君
堅苦しい表現ですが 12 代会長大谷幸璋のものです。
開会点鐘
大谷会長
今期は 35 周年例会・ロシアとのＩＢＣ締結・阪和部
ワイズソング
一
同
新年例会ホスト・阪和部長輩出・スペシャルオリンピッ
聖句朗読
佐古至弘君
クス支援と特別なプログラムが控えています、そして車椅子登山やサン
ゲスト・ヴィジター紹介
ホーム支援など従来から継続している固有のプログラムも在り緻密な計
会長の時間（主題と抱負）大谷会長
画が必要となっています、初心に帰って地道に進めてまいりたいものと
事業委員長・年間活動計画発表
考えています。そのエレルギーの源は、現在の明るく元気な河内クラブ、
インフォメーション
各担当
クラブ独特の遊びこころとそして真面目に取り組む姿勢ではないかと確
食前感謝
佐古至弘君
信いたしております。
食事・歓談
誕生･結婚祝
大谷会長
芳澤前会長の奉仕活動を通じてＹＭＣＡまたリーダーを支援しワイズ
にこにこアワー
メンとのつながりを強くする流れを引き継ぎ新たなステップへと微力な
YMCA の歌
一
同
がら進めて行きたいものです。ユース・リーダーの交流を確立する準備
閉会点鐘
横田副会長
の年に出来ればと思います。今年度は昨年に続き「Ｙサ・ユース事業主
査」を送りだしています。クラブ全体で協力し支え働きやすい環境を作りたいです。
ジャガイモファンド委員長からも販売活動を通してＥＭＣにつなげたいと力強い提言をいただいているのも、
心強い限りであります。皆さんと「活力ある一年」の道のりを歩みたいと願っています。宜しくお願い致しま
す。
会
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大阪河内ワイズメンズクラブ
６月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１０年６月１７日（木）18：30～20:30
記録 伊藤圭介

２０１０年 ７月報
ミヤンマー体験訪問報告。

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・佐古・伊藤・岩坂・加藤・丸尾
横田
メネット伊藤・大藪・新本・丸尾・望月・初田
ゲスト・ビジター
坂本 智阪和部長・東 雅子部会計
永井康雅部書記・永井由紀子メネット主査
鈴木潤一リーダー
杉浦 英・絈谷 隆 EMC 主査（奈良）
今井利子（なかのしま）
松岡虔一（サウス）
鈴木えみ

芳澤

インフォーメーション
望月 強プロジェクト３５実行委員長
ロシアから河内クラブに迎える件。
丸尾 欽造
スペシャルオリンピックスに関する協力要請。

以上３１名
伸之会長、冒頭の挨拶：残念なのはメンバー

増強が出来なかった。この一年間は情熱を込めて頑張
ろうと決意し、如何にその情熱を皆さんにアッピール
するかを考えた。
先ず、こだわりとして、クラブメンバー全員に葉書を
出した。欠席がちなメンバーにも個々に出席を促す文
面にした。今月で 12 回になりこれで最終回です。
（こ
れからも続けてーの声）。振り返ると会長になった当
初は戸惑いましたが、徐々に調子が上がり、アンケー
トなどで例会のあり方を模索して、サプライズなどで
単純な例会に盛り上がりを演出する事が出来たと思
います。リーダーとの交流、車椅子清掃、近隣のボラ
ン テ ィ ア と の 交 流 、 3 月 に は Australia か ら 、
Richifield 氏を迎え英語のスピーチをしたのも国際交
流の楽しさを味わいました。この縁で、 Australia
から Stevens 氏（Richifield 氏と同じクラブ）が国
際大会に参加後大阪に行くので,例会日を知らせて欲
しいというメールがはいりました。26 人のロシアの
ワイズメンを河内クラブ３５周年にこのサンホーム
の会場に迎える事が河内クラブに大きな思い出を残
す事になります。世界のワイズメンとの親睦をこのロ
シアとの交流を機として意識しましょう。これからも
仕事第一にワイズ発展の為、大阪河内クラブ発展の為
に頑張って行きたいと思います。

大谷新会長の閉会点鐘
７月の就任挨拶と国際
大会の舞台で IBC 締結

役員交代式：坂本 智阪和
部長の司式により行われま
した。写真参照。

坂本

智阪和部長のメッセージ：98 年度のメネッ

ト事業主任を引き受けましたが、主人（坂本忠幸元日
本区副理事）の病室からワイズメン事業に参加しまし
た。阪和部の老化傾向を如何に止めるか、クラブ単独
でなく、クラブ間交流を、9 月 23 日（祝日）には阪
和部会を猫のたまちゃんでお馴染みの列車体験のあ
と、和歌山 YMCA6 階で行います。
鈴木潤一君（YMCA ユースリーダー）：
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式での英語のスピーチを期待しましょう。

にこにこ語録（6 月例会）
敬称略 テープ起稿 大谷美佐子
大藪メ 皆さん、手島園に寄付有り難うございました。
次も宜しく！ 金額は 6259 円です。
初田メ 今日でメネット会長やれやれ終わりました。
皆さん有り難うございました。
岩坂 1 年間、芳澤さんの毎月のメッセージでサボり
癖を正していただきまして有り難うございます。
会長下りても是非続けていただきたいです。
佐古 芳澤会長 1 年間有り難うございました。西日
本区に行きまして広島の大学に入った孫にお小遣
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をやりましたら割戻しが来ました。それを入れます。
中野 芳澤さんご苦労さまでした。芳澤さんに 1 年間
乗せられてやっていたみたいで、大谷さんの時サボ
ろうかと思ったらまた乗せられそうで頑張っていき
たいと思います。
永井メ（紀の川） 今日は突然でしたのに 6259 円の
寄付を有り難うございました。
絈谷（奈良） 大谷さんと同期で会長
をします、
「あれから 60 年」どこか
で聞きましたね・・・
『あれから 60
年』
。奈良クラブ・11 月 14 日（日）
ｐｍ4：00 から奈良ホテルです。
1300 年の奈良をゆっくりと観光
して夕刻には奈良クラブに来てください。
伊藤 芳澤会長 1 年間有り難うございました、大谷会
長次の 1 年間よろしく、坂本部長よろしく、ご主人
の意思を次いで頑張って下さい。もっと感動的な言
葉言おうと思ったのですが・・・・・。
丸尾メ 芳澤会長 1 年間有り難うございましたそれか
ら大谷さんこれから宜しくお願いします。芳澤さん
のサプライズには頭が下ります、楽しませていただ
きました。
東（紀の川） 阪和部の会計をします、
部長の後を金魚のふんのように毎
回付いて回りたいと思います。
永井（紀の川） 阪和
部の書記をします。
芳澤会長が色んなア
イデアを考えてそして蒔いた種という
のは必ず芽が出てくると思います河内
クラブに期待しております、紀ノ川クラ
ブも頑張ります。
坂本部長（紀の川） 今日はダブルでプレゼント頂きま
して有り難うございます。１年間これを携えて頑張
りたいと思います。
芳澤 １年有り難うございました。こうして紀の川ク
ラブ坂本部長以下キャビネットの方が来て頂きまし
て、次年度それを私達も支えて行かないといけない
という重みをひしひしと感じました。そして当然大
谷会長も皆で支えて行きましょう。
大谷 芳澤さんに良いものをいただいて有り難うござ
います。毎例会に掲げさせていただきます。
杉浦 今夜は奈良クラブの杉浦ではなくて会長職とし
て本当に頑張った芳澤さんの叔父様として祝福に伺
いました。伯母様も頑張っている様子を喜んでいま
す。芳澤さんが１年間頑張れたのも河内クラブの皆
様のお蔭と叔父様として感謝しております。
鈴木リーダー これからもきっと僕達リ
ーダーに沢山協力いただけると思って
おりますので宜しくお願いします。
今井（なかのしま）この頃の部長さんは１
年で終わらないです頑張ってください。
永井さんも東さんも宜しくお願いします。他クラブ
訪問毎月しています。今 他クラブ訪問賞はありま
せんが一番ワイズを楽しんでいると自負しておりま
す。芳澤さん表彰状いただいたのをご披露ください。
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松岡（サウス）坂本部長さんの公式訪問
を楽しみに来ました。ご主人を兵庫医
大にお見舞いに行ったのが１５年前
で感無量です、頑張って下さい。
新本メ メンは土佐堀に行っておりま
すので私ひとりで参りました、夜の遅くまでサッカ
ーを見ていまして日本が勝ったら大喜びです。
丸尾 ここから拝見していて部長さんが両脇に右大
臣・左大臣を、その外側に二人囃子の官女さん、最
近五人位並ばれて不祥事でペコペコしているのを見
慣れていた者にとりましては非常に美しいで
す。
・・・おおきにたのみまっさ。
正野 芳澤さんの疲れさまでした。大谷さん、１年、
附いてゆきます。智さん！生意気に言って済みませ
んずっと「智さん」です。お役に立ちたく次期も阪
和部のお手伝いをすることになりました。優しい笑
顔が忘れられないです。
「わいわいひな祭り」では雛
壇をご提供いただいた恩もあります、頑張ってゆき
たいです。
杉村 今期より連絡主事を担当します。鈴木さん良い
お話有り難うございました。私が始めて海外に行っ
たのもボランティアリ－ダーをしている時です。中
国に行っていろんな事感じました今、思っていらっ
しゃることを大切に育んで欲しいなぁと思います。
横田 豊中クラブ和田早苗さんに鈴木君のお話をした
ら「彼はミャンマーで凄く頑張っていたよ」とのこ
とで背中を押され今日のスピーチとなりました。
宮本 芳澤会長楽しい例会を有り難うございました。
サプライズは新しい試みで芳澤さんならではと、大
谷会長さんがどの様な例会を展開されてゆかれるの
かワクワクと楽しみにしています。
加藤 芳澤会長有り難うございま
した、大谷会長これからも宜しくお
願いします。
望月 芳澤会長が西日本区で「なせ
ば成る」を掲げている映像は堂々た
るものでした。部長は紅一点で初々
しく目立っていました。微笑ましい
印象が残っています。
藤井 いつも会長席遠くから会長を眺めていました１
年前よりハンサムで男前が何倍かになりました、道
でまた声を掛けて下さい。
田中 後ろの横断幕作り続けて・・ヶ月、最後の最後
でどうも気にいらないのは、芳澤会長・大谷会長交
代で、⇔両方指しています、行ったり来たりするの
かなぁって感じがするのです、貼る前に会長からも
指摘されてはいたのですが やっぱりどうかなあと
いう感じです。
「阪和部ご一行様」の旅館の看板みた
いなのは坂本部長、良かったら持って帰って下さい。
伊藤メ この１年楽しい例会で、またハプニングの連
続であっという間の１年でした。次の大谷会長さん
行事が多いですが熱情的に頑張って下さい。
望月メ 芳澤会長楽しい１年でした有り難うございま
す。次期役員さん頑張って下さいませ。

本日の にこにこは \23,425 － でした
－３－

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年７月報
第３6 期 第 1 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 Kick off EMC-C
２０10 年 6 月 24 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

大谷・丸尾・芳澤・田中・尾北・藤井
佐古・望月・横田・新本・中野・加藤
宮本・杉村
7 月例会 7 月 15 日（木）6；３０～8；30
サンホーム
担当：A 班
佐古・芳澤・伊藤・藤井・杉村

例会役割分担
司会
藤井敬子君
聖句朗読 佐古至弘君
食事手配
佐古至弘君
食前感謝 佐古至弘君
にこにこ 杉村 徹君 ＆ 当日指名メネットさん
受
付 伊藤圭介君＆望月・藤井会計
音楽担当 受付担当兼務

8 月号ブリテン原稿
例会報告
芳澤伸之君
河内クラブの近未来予想
田中惟介君
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！”
新本力子さん
にこにこテープ起し
大谷美佐子君
巻頭言
新本英二君
原稿締切は 7 月 23 日です。厳守！

審議事項・連絡事項
《審議事項》
1.8 月例会の件 8 月はクラブあげての記念例会となっ
ているため、8 月例会担当が主となり 9 月にリーダ
ー招待ＢＢＱパーティを行う。
詳細は鈴木えみ・東 Y 所長と 7 月中に調整する。
2. 今年度通常予算案
会計・望月強ワイズから説明があり、審議の結
果、一部の科目名修正。予算額については原案通り
承認、総会へ送る。(予算案は別紙)
3. 畠平剛志氏の入会について
ご本人の事情を勘案し、準備は整える。
4. 阪和部新年合同例会実行委員長の選任
立候補を求めたところ申し出なく、大谷美佐子会長
が立候補され、承認。
委員として、加藤寿枝、田中惟介、宮本桂子各ワイ
ズが選出された。
5. ＹＭＣＡ安全の日・安全キャンペーン寄付
昨年実績通り、￥30.000 承認。
6. 第 69 回国際大会・協力募金、協力広告について
継続審議。
7. 全国リーダー会(10 月 9 日～11 日・奈良Ｙ)
スタッフジャンパー作成費について
阪和部より各クラブ宛￥15,000 の要請あり、予備
費より支出する。
8. 東山荘寄付について
前年度実施したが、今後のついては継続審議。
9. 例会評価会について
前年通り継続する。
10. 前期阪和部年報提出
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書記において対応
11. ファンド事業の 収集方法のあり方について
通常予算から定額一括納付されている状況を確認。
募金の必要性の是非について協議の上、昨年同様各
自に募金封筒を配布する。
12. 小型クラブバナーの給付について
国際大会用携行については、5 枚は無償とし、
6 枚目以上は￥300 とする。

《報告事項》
1. 35 周年例会について
望月強委員長から 6 月 24 日、開催された会合の内
容について報告された。
2. 山内 Y’s、休会届 膝痛の為、当分欠席
3. 阪和部 EMC 委員長会議 (7 月 3 日・南Ｙ３０９号)
中野ＥＭＣ委員長が出席する。
4. 西日本区大会出席者
芳澤・伊藤・丸尾夫妻・望月夫妻・田中・正野
横田・佐古
5. ６/１９、新旧評議会、懇親会が行われました
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. ７月 2 日（金）ブリテン印刷・発送
2. ７月 31 日（土）なごみ予定
3. 8 月のブリテン印刷は国際大会との関係上
8 月 3 日（火）に変更します。

Ｙサ・ユース事業主査研修会報告
６月２７日（日）、京
都で開催されたＹサ・ユ
ース事業主査研修会に
出席しました。
亀浦主任、直前、次期
主任と西日本区の各部
から主査が集まり、研修と活発な議論がなされました。
昨年度１年間、Ｙサ・ユース事業主査を担当してきま
したが、不足していた知識も多くありましたので、よ
い機会だったかと思います。研修会の中で、Ｙサ・ユ
ース事業としてクラブ発案の事業申請が少ないとの話
がありました。確かに河内クラブの中でも申請まで至
る事業計画はありませんでしたので、今期はクラブ内
のＹサ・ユース事業委員長としましても、西日本区の
支援が得られるような企画を作っていこうと思ってい
ます。
尚、当日同じホテルで、ＥＭＣ、広報、地域奉仕・
環境の西日本区事業主査研修会も開催されました。ワ
イズ活動のために名古屋東海地区から九州まで、多く
のワイズメンが集まっていました。併せてご報告致し
ます。
正野忠之
区大会・寸描
メネット会

５万羽の鶴

泰山木の
花が・・
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第 4 回阪和部評議会・報告
書記・田中惟介

日時：2010 年 6 月 19 日（土 ）13：30～15：00
会場：大阪南ＹＭＣＡ
出席会員：芳澤・田中・望月・大谷・正野・丸尾
定刻に阪和部長の点鐘、挨拶があり続いて出席クラブ
会長、主査、連絡主事の活動報告、総括がなされた。

休憩ののち、以下の協議がなされた。
第１号議案：第３回評議会の議事録確認 承認
第２号議案：部則施行細則改訂の件

承認

第３号議案：部主催カラオケ大会収益金の処理
世界大会支援に献金することが承認された。
第４号議案：ＩＹＣ参加者支援の件
部からの参加者に対し２万円の支援を承認
第５号議案：バナーセレモニー用のバナーを新調す
るについて。
三木直前部長、浜田部長の裁量に於いて製作承認
第６号議案：６/１９現在の収支報告

以上

総務費
予備費
次期繰越金

￥135,000
￥100,000
￥676,800

2. 阪和部 HP 委員会について
阪和部 HP 委員会委員として前年度委員・望
月強(大阪河内)、辻野啓一(奈良)、土肥正明(和
歌山紀ノ川)に加え、遠藤通寛(大阪泉北)、
白井春夫(大阪長野)が選出された。(敬称略)

3. スペシャルオリンピックスへの対応
前期選任いただいた委員の他、高橋辰夫・地
域環境事業主査及び各クラブより 1 名の担当委
員を選任することとする。

4. 全国リーダー会(10 月 9 日～11 日)奈良ＹＭＣＡ
奈良ＹＭＣＡで開催される「全国ＹＭＣＡボラ
ティアリーダー研修会」を部として全面的に支
援することが承認された。

5.阪和部 EMC シンポジューム(7 月 3 日) について
シンポジュームではなく、「委員長会議」とし
て阪和部各クラブを対象に開催する。会場は、
大阪南ＹＭＣＡ309 号室。
以上、ご報告いたします。尚、公式な議事録ではご
ざいませんのでお含みください。また、坂本智部長
はじめ部役員、各クラブ会長みなさんの今年度への
取り組みにあたる所信やメッセージが与えられまし
たが、内容は部報等に委ねます。恒例の懇談会も終
始その主旨にそって大いに盛り上がりました。

以上

第 1 回阪和部評議会・報告

ま っ た く バ カ バ カ し い 三木
直前のハンカチ踊り？
で も 、 一 年 の 役 を 終 え た解
放感には、それがいいんだ。

2010～2011 年度

懇親会の雰囲気が
わかるかなぁ？

書記・丸尾欽造
日時：2010 年 6 月 19 日（土 ）15：30～17：30
会場：大阪南ＹＭＣＡ
出席クラブ評議員：
会長・大谷美佐子、書記・丸尾欽造、会計・望月 強

審議事項
1. 第 22 期阪和部財政予算(案)
提出された原案を審議の結果、一部、科目間移動
の修正を経て、総額原案通り承認された。尚、前期
繰越金は暫定。
収入の部 ￥1,429,800
内訳・暫定前期繰越金 ￥930,000
部会費(159 名） ￥318,000
区活動支援金
￥131,800
雑収入
￥ 50,000
支出の部 ￥1,429,800
内訳・事業費
￥115,000
活動補助金
￥97,000
研修会参加補助金 ￥195,000
会議費
￥111,000

口髭なんか着けちゃって・・・
立派になった事よ。ほんとに、
良くやってくれました。
クラブの今後を託せる、頼りに
ちから

なる 力 が付いたと、保護者面し
て、確信を持って言えます。
（書記 談）

―５―
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化石発掘に行ってきました！
6 月 20 日日曜日、フクイラプトルなどの恐竜の化石発掘されている世界的
にも有数の恐竜の街・福井県勝山市に化石発掘に行ってきました。バスのなかで
は、恐竜のことをもっと身近に感じてもらえるように、そして恐竜の不思議をたく
さん覚えてもらえるように、リーダー達が工夫を凝らして「恐竜クイズ」や「恐竜じゃんけん」などのゲームを
して楽しく学びました。
到着後、まずは恐竜博物館を見学しました。ティラノサウルスやトリケラトプス、始祖鳥などたくさんの恐竜
の骨格が展示されていました。恐竜の卵や、恐竜の赤ちゃんの化石もありました。学芸員の人が発掘された化石
についた岩を除去しているクリーニング作業も見せてもらいました。
いよいよ、みんなお待ちかねの化石発掘です。学芸員の方のお話を聞いて、黒い泥岩をコツコツとハンマーを
使って割ります。そうすると・・・シダ植物の化石や、小さな貝の化石、植物の葉っぱの化石や茎の化石、樹脂
（木の脂）などの化石がたくさん見つかりました。見つけた化石は一人ひとつお土産に持って帰りました。
今、私たちが生きている地球の大昔には、今は死に絶えてしまっていますが恐竜が確かにいたことや、人類が
生まれてちょっとしか経っていないことを知りました。彗星の衝突で恐竜は滅びてしまいましたが、今私たちは
地球の上でこうやって生命を授けられ生きていられることは多くの偶然の重なりです。これからも、自分の生命
やそして周りの生命を大切に過ごせたらいいなぁと思いました。

＜行事予定＞
①サンホームギャラリー ７月６日(火)～７月２０日（火）
恒例の「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。いろいろな作品がありますので是非ご鑑賞く
ださい。

②レインボウクラブ（６月２７日（日）
）
レインボークラブは「東大阪手をつなぐ親の会」
（青山会）の知的障害者の方を招待して外出支援を
行なっています。桃の里のバスを利用して紀泉わいわい村でのどかな一日を過ごします。

秋葉広島市長から祝辞を頂き、広島平
和文化センターのスティーブン・リーパ
ー理事長の基調講演を聞き、核拡散防止条約再検討会議で核禁止
の文書がまとめられた今、広島で区大会が開催されたことに意味
を見出し“すべての核兵器撤廃”を求める 広島宣言が出されま
した。 講演で特に印象に残ったことは、
今、核兵器廃絶への道が開けるか、核兵器が拡散してしまうのか
の重要な岐路にあること。
最近ではアメリカの平和団体は資金が枯渇してきていること。
この政治経済の仕組みの中で、お金を十分に得ている人は、
平和のために、お金を有効に使うべきであり、援助を行うべき。
という点だった。

－6－

８時４５分の新幹線で広島へ着き、
路面電車で会場に付いた。河内の
法被を着た丸尾Ｙ‘ｓが笑顔でＳ
Ｏのブースの中から迎えてくれた。
式次第の中では芳澤会長のバナー
を持ってにこやかに拳を上げる姿が列席するメンバ
ーともども晴れやかで嬉しいものだった。
懇親会の後の記念撮影はクラブの壁を超え
皆晴れ晴れとした表情である。
大会でより楽しいのはクラブのメンバーと
気の置けない仲間内の話がはずむこと。
くつろいだ時間は またたく間に
過ぎていく。

大阪河内ワイズメンズクラブ

「いちおし！」

連載

ＮＯ ６８

佐古 利子
いよいよ梅雨の季節となりました。
この度、大阪ＹＭＣＡ会員大会にて、協力会員とし
ての永年奉仕活動の表彰を戴きました。皆々様のお
かげと 感謝でございます。
記念バッチも共に戴き、縁取りに、オセアニア、
アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパの国々が
金文字でデザインされています。
今後も皆様と元気に活動が出来ます事、願っていま
す。
（編集部の意図とは異なりますが、怪我から回復されリハ
ビリの中今回の会員大会で受けられた栄誉をお喜びの気持
ちを推察し、採用させていただきました。
）
（次号は新本メネットの

いちおし！です）

編集部のいちおし！
代打です。
箕面駅前にある“菓子工房エピナール”の生チョコ。
10 月～4 月ならトリュフオショコラ、5 月～10 月
は 夏トリュフになりますが、口解けと香りは絶品
です。ミニ＝３６ケ入り￥1300－ 小＝６０ケ入
り￥2200－ です。
詳しくは編集部まで。
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「移り行く時代」
加藤 寿枝
昔から日本は、周りの人と助け合いながら生きて
ゆくのが当たり前の社会でした。近代の大量生産、
大量消費の時代に、助け合う優しさ、温かさを忘れ、
大切なものを破壊してしまい、目に見える物だけが
大切だと教えられ育てられました。
柴谷ゆかりさんという、熊本の主婦のブログに、
車椅子生活のご主人と外出された時、自分だけでは
越えられない段差があり、側にいた髪の毛を黄色に
染め、個性的な服装の男の子たちに、「ちょっと手
伝ってくれませんか？」と声をかけたところ戸惑い
ながらも、手伝ってくれ、
「ありがとうね、おばち
ゃんもおじちゃんも助かったわ、ほんとにあなたた
ちは良い子やね」と合掌してお礼を言うと、「久し
ぶりに良い子って言われた！」と、とても嬉しそう
な顔をして去って行きながら、その時その中のひと
りが「これがバリアフリーか？」とつぶやいたそう
です。
段差が無い事がいちばん良い事でしょうが、心の
中のバリアフリーがもっと大切な事だと思わされ
ました。やっと世界の流れも 忘れたものを、思い
出す時代に移ろうとしています。
ワイズは、移り変わる社会にありながら、大切な
一つのラインを壊すことなく続いて来ました。ボラ
ンティア精神で人々にかかわり、見返りを求めず動
く姿が、今さらに光をあびて輝く時代になっていく
でしょう。
未来をになう世界の子供たちのために、今すべき
ことは何なのでしょうか。私にできることは何かを
考える日々です。
（次号のコラムは田中 Y’s です）

メネットアワーに参加して
望月 強
６月１２日、広島国際会議
場ダリア１の間にて開催さ
れました。会場はメネットら
しく演台には大きな折り鶴
がかざられ、華やかな雰囲気がかもし出されています。
多くのメネットさんの中にチラホラと男性の姿が見
られます。後で会場の写真を見るとチラホラではなく
多くのおじいちゃん姿が映っています。
新旧のメネット事業主任・主査の引継ぎ式が行われ
ました。阪和部の内田彩子メネット主査から一年間の
活動報告があり、メネット会の無いクラブもあるので、
阪和部を一つのクラブと考え折り鶴やペンギンの折
り紙を作成や食事会を開いた事などを報告されまし
た。

本年度は西日本区メネット会プロジェクトの支援
先である「自殺防止センター」の創始者・西原由紀子
氏と「神戸いのちの電話」の理事長・山口徹氏にメネ
ット会から献金が贈られました。芦屋クラブのメネッ
トさんによる腹話術と手品が披露され楽しいひと時
でした。
河内から、丸尾初子メネットと望月治子メネットと私
が出席いたしました。メンの私がメネット会で食事を
取るのは、メネットさんご用達の美味しい弁当とゆっ
くりとくつろげる処があるからです。メネットの会合
にメンの参加が増えますとメンの参加制限がされる
かもしれません。制限されるまで参加しようと思いま
す。

―７―

Y’s Men’S

HAPPY

Club Of Osaka Kawachi,

BIRTH DAY

Region Japan West

WEDDING

July 2010

ANNIVERSARY

7 月
初田真佐子 １９ＸＸ年 ７月１２日生
新本 力子 １９ＸＸ年 ７月２１日生

結婚記念日の方はおられません

横田 憲子 １９４８年 ７月２７日生

日本区

通年強調目標 PR

景気低迷の今、求められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い楽しいクラブ、明るく元
気なワイズメンを紹介しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう。
中原 一晃 広報事業主任

西日本区強調月間

Kick Off EMC-C

意識を持って活動に参加しよう。自己の成長と共にクラブの求心力を高めよう！
新山

兼司

EMC 事業主任

35 周年実行委員会だより
第 6 回実行委員会
6 月 24 日 サンホームにて

7 月－8 月の予定
7月
2 日 ブリテン印刷・発送
３日 阪和部ＥＭＣシンポジューム
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

8月
3 日（火） ブリテン印刷・発送
5 日～８日 世界大会 横浜
９日（月）ＩＢＣ来阪
１０日（火）３５周年記念例会
１１日（水）ＢＣ京都観光・数名離阪
１２日（木）新大阪・お別れ会、見送り
２６日（木）役員会 サンホーム

出席者：大谷・伊藤・望月・丸尾・岩坂・佐古・尾北・新本・芳澤
宮本・加藤・田中・中野・横田・杉村・藤井

核役割報告
 ロシアより参加者の入国について
 ＩＢＣ締結について ●金光教会でのおもてなしについて
 奈良観光について
●記念例会について
 京都観光について
●新大阪にてお見送り
例会記念品・・メネット会でアームバンド製作（１５０個）
各担当に分かれ、具体化される。どの部分も大きな努力を要するもの
であるから、担当任せにせず、全クラブメンバーの総力を当てなけれ
ばならない。

第７回実行委員会

７月８日（木）18：30～20：30

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子芳澤 伸之 副会長:横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北
メネット会長:大藪暢子 直前会長: 芳澤 伸之
連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場 ：サンホーム

Wind From Kawachi

昇 会計：望月

東大阪市御厨南３－１－１８

強・藤井敬子

TEL 06-6787-3733

南の空の星が一つ消える。手をこまぬいているだけで、為すすべもなく見放してい
ただけの後ろめたさを感じる。超新星爆発ならブラックホールとなって新しい星の誕生に繋がるコアともなるが、
そのような策もなく ただ、ただ消えてしまうのか？ワイズの温泉にどっぷりつかると言うのは こんな事ではない
だろう。ぬるま湯に浸かっている蛙のように茹で上がるのを待っていて良いはずはない。私たちの組織は他の組
織と違い役が人を選ぶというのなら、今こそ熱く語りリードする人を役に選ぶ時だと思う。選ばれた人は熱くなっ
てほしい。さらりと、事無く任期を終えやれやれ、良かったというような事では 先が無い。
高山では気圧の関係で、沸点が下がる。圧力釜を使用しないと生煮えになる。今我がクラブは３５周年を迎え沸
き立っているが、沸点が低くないかを検証して対処することが実行委員会に求められるだろう。圧力釜に相当す
るスキームを常に検証しなければならない。 論旨が飛躍しすぎた。 阪和部のクラブが消えたことに関し（手続
きはまだ済んでいないが）、それがこの欄を得て 持続可能性（サスティナビリティ）を言い続けてきた者にとって
声の届かない歯がゆさとなって、焦りにも似た高ぶりを呼び起こすからに他ならない。
クラブを、阪和部を持続させる為の人選を意識しよう。
唐突だけれど、今年の台風の発生の少なさは、どうなっているんでしょうねぇ。気になりませんか？
編集子

―８―

