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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」

“Realization of World Peace through Y’s Activities”

スローガン

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

高田

一彦（横浜クラブ）

「世界平和をワイズの手で」
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】マタイによる福音書 5 章 15 節～16 節

（選・解説 岩坂正雄）
「ともし火をともして枡の下に置く者はいない。燭台の上に置く。
そうすれば、家の中のすべてを照らすのである。
そのように、あなたがたの光を人びとの前に輝かしなさい。」
―

ワイズ運動は、仲間内だけの仲良し活動だけであってはならない。
地域社会や、次の世代に広めてゆく心がけが大切です―

『ロビー展

その意味するところ』

田中惟介
11 月例会プログラム

１０回目を迎えたロビー展。始めたきっかけは多才な
11 月 18 日（木）サンホーム
6：30～8：30
Y’s の片鱗を皆に知ってもらおうと思った事からである。
司
会
加藤寿枝君
だから第１回も何もなく単発のはずであった。誰からとも
開会点鐘
大谷会長
なく第２回をと言い始め、それではと企画したのがチャリ
ワイズソング
一
同
ティロビー展である。①東ＹＭＣＡに多くの人が集う②ク
聖句朗読
丸尾欽造君
リスマス献金に貢献する。③クリスマス例会に他クラブからの集客が望
会長挨拶
大谷会長
める。この３点がコンセプトの幹であった。外部の審査委員長を引き入
臨時総会
れたのは その関係者にワイズ理解を得られるかという期待とそれが
ゲスト・ヴィジター紹介
入会に繋がればよいとの下心もあった。
（下心だから他人には言えない）実
司会者
食前感謝
佐古至弘君
行委員長制をとる以上、以降の企画には異を唱えないように留意してき
食事・歓談・インフォメーション
た心算だ。応募点数の多寡に重点が移り、賑わいを見せ始めた頃、賞品、
ゲストスピーチ
賞状の数もエスカレートし、見直しの声が出、軌道は微調整された。
吉田由美子さん
8 年ぶりで事業委員長に指名され、ファイナルとしてでっかい花火を
「全国リーダー研修会報告」
上げようかとも思ったが、私物化するようでいけないと思いなおし、何
誕生・結婚祝い
大谷会長
を引き、何を足そうかと思料した結果が今回である。まず写真だけのシ
にこにこアワー
一
同
ンプルなものとした。人気投票は お遊びとして残しても良いが 作品
YMCA の歌
一
同
ではなく作者の人気に左右されるのが 気がかりで 実験的にコイン
閉会点鐘
横田副会長
（１円・５円）投票にしてみた。額はわずかだがクリスマス献金者数の
増加に寄与できるであろう、と考えた結果である。評価が気になるところである。
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10 月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１０年１０月２１日（木）18：30～20:30
記録 佐古至弘

出席者(敬称略)
メ

お祝いの品を
手に記念撮影。
岩坂・横田の
両氏。

ン

田中・藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本
佐古・伊藤・岩坂・加藤・横田・新本
メネット伊藤・望月・初田・新本・丸尾
ゲスト・ビジター
家近 健二（講師・小阪教会）
西牧 駒蔵（小阪教会）
今井利子（なかのしま）
・松岡虔一（サウス）
畠平剛志（新会員候補）

以上 23 名
佐古君の司会で 開会
点鐘（大谷会長）
、ワイ
ズソング（一同）
、聖句
朗読（杉村君）
、ゲスト
ヴィジター紹介（司会
者）といつも通りに進
行。
会長の時間。食前感謝
が有り、食事歓談。
食事時間を利用して伊藤君
がパワーポイントを用いて
IBC に至る経過や横浜国際
大会での締結式の様子やク
ラブ３５周年祝会の様子を
報告され、８月のあつい想
い出を共にした全員の拍手
で終わりました。

ゲストスピーチは「今 求め
られているもの」と題し小阪
教会の家近健二氏の講話を戴
いた。
仏教、キリスト教の立場に何
を求められているかを問いか
けられたように思った。
恒例となった 田中君のランチ
ョンマットサプライズは イン
フォメーションのすきを縫って
行われた。ささやかな賞品ではあ
るが なんでも当たれば嬉しい
ものだ。例会のちょっとした息抜
きの時である。
結婚・誕生祝いのプレゼントが有り、今期、７月以
降初めて結婚記念のお祝いがお渡し出来ましたと
の会長のお話に 皆さん 昔は 暑い夏の結婚式
は無かったからなぁと 妙に共感し合っていた。
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にこにこアワー、YMCA の歌の
後 横田副会長の閉会点鐘で８
時３０分丁度に１０月例会は終
わりました。

にこにこ語録（10 月例会）
大谷美佐子
望月 歳をとるといろんな病気が出てきます、明日内
視鏡の検査を受けます。どういう結果になるか・・・。
芳澤 元気印の芳澤です。
「プロジ
クト７２８」が始動いたしました、
今月長野クラブに行きました、暗
中模索ですが「阪和部をいかに盛
り立てていこうかと」の会合（飲
み会） があります。河内クラブに
も訪問します。その時は宜しく！
久ぶりの食事担当でした「あたり」
の人は・・・・・皆あたりです。
（期待大でガッカリ！）
畠平 家近さんのお話を楽
しみにしてきました。子供
の頃ワイズに参加しました
が成人してから俺は俺・親
父は親父と・・・・・最近
転機がありまして「信頼し
ている父の言うことは何で
も聞いてみよう」と父が「是
非ワイズメン活動をしなさ
い」と進めてくれました。
ワイズメンの活動はわかりませんがお仲間に入れて
いただければと、宜しくお願いいします。
田中 10 月 1 日からたばこ代が上がりました、止め
るつもりはさらさらございません、1 日 10 本（半分）
にして頑張ってます。
新本 老人会主催奈良のバス日帰り旅行で室生寺・奈
良を学生気分で行ってきました。 1300 年会場は
広すぎて、疲れました。何もなかったです。
杉村 地域包括支援センターで働いています、ひびき
さんにも伺いますしブリスのシュークリームも買い
ます。
今日のお話は私には難しいなぁと思いました。大切に
仕事の上で生かし利用者の方に接して行きたいです。
敬称略

テープ起稿

大阪河内ワイズメンズクラブ
岩坂 今日３つ感動した事があり
ます、家近さんのマルコによる福音
書・お経から取られた無財の七施。
財を捨てることの難しさを非常に感
じました、今月、宮本さんが鎌田實
さんの事書かれていることに感動し
て読ませていただき、最後に畠平さ
んが私たちの仲間に入っていただくと伺いまして感
動いたしました。
今井（なかのしま） とってもためになる良いお話だっ
たと思います。伊藤さん世界に羽ばたく・感動するこ
とがクラブの活性化に繫がっているのでは。手術後 2
ヶ月です。かなり良くなって、しかし、まだ大変かな
ぁ～と・・・また伺います。
松岡（サウス） 26 歳
で牧師になり 50 年で
す。今日家近先生に始め
て奇跡の３つの条件を
聞教えていただきまし
た。そしてマルコ福音書
も教えていただきまし
た、有り難うございます。
佐古 3 回目胃がん検診をしました。 ガンは無かっ
たです。教会でお話を聞いていますが今日の話は初め
てです、有り難うございました。
横田 ＩＢＣを結び異文化交流で京都に行ったのです
が、ロシアの方はお友達とお話する時に凄く静かに話
されていました。寝ておられるのかと思いやそうでは
なくバスの中に静けさがあり驚きました。私が入れ
ば・・・・ガヤガヤかなぁ～と。素晴らしい文化だと
感心いたしました。
家近 牧師さんが居るとは知らずに。主
の祈りの中に「日々の糧を与えたまえ」
を聞いたとき私はとても堪えました。戦
争はどんなことがあっても避けなけれ
ばならない、戦争さえなければ飢え死に
することは無いと。言いたい事は言い過
ぎないほうが良いように思います。
西牧 家近さんとは毎日曜日に話し
あっています、今日のように今だから
話せること、良かったと思います。
勉強させていただきました。
宮本 今日の当たりは初めてです、娘
から「家近さんはステキな人よ」と聞
いていましたその通りです。また色々と教えていただ
きたい事が有ります、宜しくお願いいたします
加藤 作業所を２軒しています、最近作業者さんの気
持ちが分かるかなぁ～・手探り状態です。お話がため
になりまた。
伊藤 5 月に弟が亡くなりまし
た、年賀状は失礼いたします。
伊藤メ 昔、ＯＬをしていました
時難波の歌声喫茶に行き歌って
いた曲をホームステイの人達と
歌いました、また奈良観光後のア
ンコールがあり歌いました 一緒にどうぞ・・・・・・

２０１０年 １１月報

（皆さんの歌声・・カチューシャ・楽しかったです）

望月メ 主人明日検診ですが病気に当たらないよう祈
ります。今年の夏はロシアの方々と愉しいときを過さ
せていただきました。楽しい思い出ができました。
初田 16 日主人の3 回忌を終えまし
た伊藤さんは此れからも元気でワイ
ズの為クラブのために頑張っていた
だきたいと思います。私はワイズのお
陰で元気をもらっています。皆さんか
らも声かけを有り難うございます。
新本メ 奈良１３００年と室生寺に
行きました。室生寺では一番上まで上がりました。今
日のお話はレベルが高く牧師さんが二人居るようでし
た。ひとりでは旅行や例会に出かけられないが此処に
居ることに感謝いたします。
丸尾メ 久しぶりの参加で楽しかったです。先生、貴
重なお話を有り難うございました。孫の事で大きな奇
跡を味わったことがあります、孫が５０日間意識が無
くて・・・先生の仰った奇跡・時期・医師の看病で中
学１年ですが元気に学校に行っています。有り難うご
ざいました。
藤井 本日の「今日のお弁当を楽しみに」と聞いてい
ました。主人が釣りに行きましたが坊主で・・
「うなぎ」
を食べたいとの願いが届いたようです。
大谷 今日は盛りだくさ
んの内容でしたが家近先
生にもご協力いただき進
行もスムーズで時間通り
に終わる事が出来そうで
す有り難うございました。

本日の にこにこは \１７,１２１ － でした
じゃがいも 到着！！
１０月１６日（土）１０時にじゃがいもが着いた。
今年は不作の為 減数を強いられコンテナ１台！
スタッフ・リーダーの協力を得て 腰痛や持病を嘆く間も
なく またたく間に荷降ろしが完了した。
身の丈にあった数量とも言えるが、ファンド収入減は否
めない。バザーやオークションその他のアイデアを出して
穴埋めの方策を考える時期か？ 新しい課題であろう。

－３－
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第３6 期

第 5 回役員会報告

“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 PR・Wellness
２０10 年 10 月 28 日（木）

出席者

東ＹＭＣＡ

大谷・丸尾・芳澤・田中・尾北・藤井・横田
佐古・望月・正野・伊藤

11 月例会

11 月 18 日（木）6；３０～8；30
サンホーム

卓話 「全国リーダー研修会報告」
ゲストスピーカー 東Ｙリーダー吉田有美子さん
ブリテン最終頁に

プロフィール掲載

例会役割分担
司 会
食事担当
ニコニコ
受
付
音楽担当

聖句朗読 丸尾欽造君
加藤寿枝君
食前感謝 佐古至弘君
正野忠之君
正野忠之君 ＆ 尾北 昇君
会計 望月・藤井君
会計兼任

12 月号ブリテン原稿
例会報告
役員会報告
にこにこテープ起こし
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！”
巻頭言

宮本桂子君
尾北昇君
大谷美佐子君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
望月治子さん
佐古至弘君

原稿締切は 11 月 27 日です。厳守！

審議事項
１. １１月例会 ゲストスピーカー変更について
奥田時夫氏のスピーチ予定が変更になり、全国リーダー会
報告になります。
２. １２月クリスマス例会 12/5
例会担当
C 班 田中(班長)、新本、横田、岩坂、中野、尾北、大藪
・「食生活」からのサポートの可否について尾北君が確認す
る。
・リーダーの招待については鈴木えみさんと相談の上、判断
する。
・時間は、会長と担当班が協議し決定する。
３. チャリチィーラン・・１１月２３日（祝） 大阪城公園
９：００～14：00
・河内クラブ担当：警備、撤収です。
・参加予定者(10/28 現在)：芳澤、田中、伊藤、新本、藤井、
横田、伊藤メ、丸尾メ、大谷、佐古、尾北、丸尾
・昼食の提供：手配・正野、配達・大谷。
おにぎり 145 個、お茶 75 本を目途とする。
４. 次期役員選考に関して
芳澤直前会長を選考委員長に任命。
５. ロビー展に関して
会長賞、実行委員長賞、伊藤賞は確定。
予 算 ￥35,000。
準 備 11 月 20 日、時間については検討中。
６. ジャガイモ、カボチャ ファンドの進捗状況

―４―

最終在庫 4 個は、本役員会で完売。
7. 阪和部新年合同例会
添付原案どおり承認された。
参加者の確認：伊藤 2 名、大谷、尾北、佐古、正野
田中、藤井、丸尾 2 名、望月 2 名、横田、芳澤
28 日役員会出席者での確認
8. クラブバナー新調の件
制作について異議なく承認。デザインについてはスケッチを
依頼する。参考資料・見積書は別添。
３５周年記念の予算を充当する
9. 新入会者等について
畠平剛志氏の入会手続きを早急に進める。
会員推薦書の作成、オリエンテーションの実施、会員への伝
達等、会則に則り進める。
会員異動情報として、石田鐡一君は会員維持が困難な状況に
あると、望月強君から報告があった。
10. 奈良クラブ 60 周年お祝いについて
お祝い金を準備する。金額については、慣例に従う
11. 会則の変更について
区や部の役員選出に関する要求が前倒しになっている事に
鑑みクラブ役員の選考に関する条項を次の通り改定する
案を総会に提出することを承認された
定款第 11 条 第 1 項 「毎年 11 月」を「毎年 10 月」に
々
第 2 項 「2 月例会に」を「1 月例会に」に
々
第 3 項 「2 月例会で」を「1 月例会で」に
12. JWF・EF ファンドへの献金について
クラブ設立 35 周年を迎え内外の多くのワイズメンか
ら祝福を受けたことに感謝の意を込めて JWF・EF ファンド
に次の通り献金することが提案され、承認された。
JWF 宛てに
35,000 円 (35 周年に因み)
E F 宛てに
15,000 円

報告事項
１. 弟二回評議会 ５頁に掲載
参加者
望月・正野・丸尾・大谷
２．スペシャルオリンピックス日本夏季 NG・大阪
(11/5～11/7)
参加者：横田、大谷、藤井、丸尾、丸尾メネット
３．河内クラブメネット会
７頁に詳細記載
参加者：大藪、伊藤、中野、初田、望月、丸尾、
メン・大谷、藤井、望月、田中
４．奈良クラブ６０周年
参加者：メン・大谷、中野、田中、横田、望月、
正野、丸尾、
メネット・中野、伊藤、望月
５.
阪和部新年合同例会 ２０１１年１月１０日（祝）
ｐｍ５：００～７：００・於；南ＹＭＣＡ
６．第１４回西日本区大会
２０１１年６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都

連絡事項
１. １２月報ブリテン印刷・発送 12/3（金）
２. １１月２７日（土）なごみ
３. １２月役員会は１０日になります。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１０年１１月報
10/11 年度

第 2 回阪和部評議会

報告

2010 年 10 月 16 日(土 )14:15～16:45

会場：大阪南ＹＭＣＡ 309 号室
出席者：会長・大谷美佐子、書記・丸尾欽造、会計・望月 強、Ｙサ主査・正野忠之
● 坂本智部長メッセージ
各部部会を訪れた。それぞれ特色を活かした活動に触れることができた。「出会いと友愛を」、そこから
全てが生まれると確信する。自分にできることを積極的に行動にうつしていただければと思う。
「部旗」が新調された。公式なものとして採択されるよう願いたい。
● クラブ会長報告
大阪河内 ― 会長・大谷美佐子
・ロシア区・オゼルキクラブとＩＢＣを締結した。
・クラブ設立 35 周年記念会とロシアからの訪日団受け入れのご協力に感謝。
・リーダー招待バーベキューパーティを実施した
・阪和部新年合同例会の準備を進めている。多くの参加をお願いする。
・ロビー展のご案内 11 月 21 日～12 月 5 日まで
●主査報告
Ｙサ・ユース主査
正野忠之(大阪河内 )
全国リーダー研修会が無事終了した。部から支援された 117,000 円は有効に用いられた。
リーダーはすごいとの思い。リーダーからの報告の機会を設けたい。
当日ワイズの関与が見えなかったことをどう見るか、課題である。
地域奉仕・環境主査
高橋辰夫(奈良)
CS 資金、TOF、FF など 2 月 15 日までに振込必要。
地域活動資金援助申請は早めに手続きを。諸活動に部のバックアップが必要なクラブは通知ください。
ペットボトル、牛乳パック、アルミ缶等収集希望クラブは主査までご相談ください。
EMC 主査
鈴木良洋(大阪サウス)
2000 に向けて頑張るのみ。7 月に「会長・事業委員会議」を開いた。計画のないところに活動はない。
例会が充実し、活動が活発でなければ増強はありえない。今の姿は少し・・・。
11 月 27 日(土 )、中間の事業委員会を開く。
フアンド主査
前原久義(和歌山紀の川)
納付締め切りについて
BF 使用済み切手 1 月 31 日、BF 現金 2 月 15 日。
随時となってはいますが、EF 及び JWF は 2 月 15 日までに。
交流主査
山田理学(大阪泉北)
2011 年 和歌山は台湾と IBC 締結にむけて。11 月に奈良は御殿場・名古屋東海とトライアングルを。
大阪サウスは長浜との交流でびわこ部会、長浜 12 月例会に。大邱アルファとバナー交換も。
大阪河内は横浜でオゼルキと IBC 締結と済州クラブと交流。
紀の川は名古屋、韓国との交流。
大阪泉北は松本、ハワイとの交流など、各クラブの現況と予定について報告された。
広報主査
吉田絹江(和歌山)
大阪河内以外からの報告書は届いていない。年間活動計画書および活動報告の提出要請。
部と区の HP を一本化する方向と、主任から提案。ご意見をください。
メネット主査
永井由紀子(紀の川)
部会で開かれた「メネット会」に 31 名の参加。席上献金は、20,166 円あった。
大阪で食事会の開催を予定。
●連絡主事報告
中久木康弘大阪Ｙ主事からは、公益法人認定についての見通しについて、三枝隆奈良Ｙ主事は全国
リーダー研修会への謝意とプールチャリティ、クリーンキャンペーン、藤田りか和歌山Ｙ主事は今後の
活動予定など報告された。
●協議事項
1.「第 1 回評議会議事録」承認された。
2.「新調した部旗の公式承認の件」承認された。
3.「次年度における次々期部長選出の件」 各クラブに公示し、部則に従い第 3 回評議会にて決定する。
4.「阪和部会報告」 承認された。
5.「今年度中間会計報告」承認された。
6.「チャリティラン」報告された。
7.「スペシャルオリンピックス」経過、現況報告さ れた。
8.「全国リーダー会研修会」報告された。
9.「新年合同例会時間変更の件」承認された。
以上

本報告は、メモをまとめたものであり、部の公式議事録ではありませんのでお含みください。
報告者：丸尾欽造
―５―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１０年 １１月報

田んぼの学校～稲刈り～に行って来ました！！
10 月 24 日日曜日、春に稲の苗を植えた奈良県宇陀市の内田さんの田んぼに行って、稲刈りを
しました。今回は香港 YMCA から大阪 YMCA に研修に来ている Darren さんも一緒です。
着くと、大きく育った黄金色の稲穂が私たちを待っていました。農家のおじさん達に鎌の使いを教えていただいて、早速稲刈
り開始です。
ほーら、刈れました！「稲穂一本でも落とさない
ようにしてね、落ちている稲穂は拾って集めようね」
と農家のおじさんに言われましたね。半年かけて大
切に育ててきたお米は、おじさんたちにとって子ど
もみたいな存在です。ですから、一粒でも無駄にし
ないよう、食べ物を大切にすることを教えてもらい
ました。
お父さんお母さんたちは、黒豆やサンド豆、ゴーヤ
にピーマン、なすの収穫もしました。
その間、子どもたちはリーダーと Darren さんと
農家のお兄さんと、稲を刈ったあとのひろーい田んぼで鬼ごっこ。疲れを知らずに走っています！鬼ごっこが飽きたら、虫取
りやあぜ道に植わっている栗の木の下で栗拾い・・・田んぼは子どもたちにとってパラダイスでした。
内田さんの田んぼに来たのは、田植えと稲刈りのたった 2 日だけでしたが、
食べ物の大切さや生産者の方々の思いを知ることができました。来年は初夏
の時期に除草のお手伝いにも来て、食に関してそして自然に関して、もっと
身近なものとしてとらえられるようになりたいですね。 内田さん、半年間
大切に私たちのお米を育ててくださってありがとうございました。また来年
もよろしくお願いします！！
向かって左が人間が食べる「いいお米」
。
右が鶏や家畜の餌になる「悪いお米」だそうです。

1、デイサービス外出行事（神戸花鳥園） １０月１７日（日）に神戸花鳥
園に行ってきました。２４名のデイサービス利用者に外出を楽しんでいただ
きました。鳥とのふれあいやうつくしい花々に囲まれ、お弁当に舌鼓を打ち
ました。
昨日から楽しみで寝れなかったとおっしゃる参加者もいらっしゃり、
スタッフ・ボランティアも共に楽しめた１日でした。
2、世界ＹＭＣＡ・YWCA 合同祈祷週間（１１月１４日～２０日）
世界ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ合同祈祷週は 1901 年より全世界のＹＭＣＡ、ＹＷＣＡに連なる人が毎年一つの
テーマをもとに、聖書からのメッセージを聴き、祈りを合わせる時を持っています。
2010 年は「日韓併合 100 年」にあたり、そのことにも思いを馳せ、ともに祈るひとときとしましょう。

■日

時

２０１０年１１月１１日（木）

１８：３０～２０：３０

■会

場

大阪ＹＷＣＡ３階ホール（梅田）
大阪市北区神山町 11-12 TEL(06)6361-0838

■プ ロ グ ラ ム

第１部 礼拝
メッセージ：小見のぞみ（大阪城北教会教育主事・聖和 短期大学教授）

第２部 お食事と交流のひととき

大阪河内クラブ会員への 重要なお知らせ
① 11 月例会に欠席される方は、臨時総会の為の同封の委任状を期日までにＦＡＸ送信してください。
② １２月５日は クリスマス例会で開会時刻は５時の予定です。オークションの献品もご用意ください。
－6－

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１０年 11 月報

公
「いちおし！」

連載

ＮＯ ７Ⅰ

私のキッチンサポーター
丸尾初子
当世のことですから生活雑貨はどこでも手に入り
ます。季節ごとの食材もスーパーマーケットに行けば
不自由はありません。そんな中で私のキッチンサポー
ターとして欠かせないおじさんが京田辺にいます。車
で 10 分も走れば京都や奈良の県境ですが、週に 1
度は京田辺の村まで出向き、魚や海産物など買ってき
ます。そのおじさんは、小型トラックに魚や海産物、
果物などを積んできて空地で店開きするのを生業と
されています。品数は決して多くはありませんが、私
のほしい定番ものは大概揃っていて、迷うことなく品
選びができます。お手伝いするおばさんが一人いるほ
かは、余分な経費が一切かからないこともあってか、
お値段が安くて新鮮なことが何と言っても嬉しいの
です。曜日を替えて数か所に販売の拠点をおもちです
が、住民の多いタウンでは瞬時の内に売り切れになる
とかで、とても人気のある、いわゆる一時代前の「行
商」が今風になって残っているのですね。
私の人気商品は、ちりめんじゃこ、明太子、椎茸と
わかめの佃煮、うに、いくら、海老、カレイの一夜干
し、季節の鮮魚などあげていけばきりがありません。
年末になれば「迎春料理」も毎年ここで間にあってい
ます。娘や妹たちにも分けてあげるのでたくさん買っ
てしまいますが、そんな時には「おまけ」を頂いたり
して江戸っ子風の意気を感じます。
帰りには近くの村おこしのお店に立ち寄ることも
あります。青田から刈り取りが済んだこの季節までそ
の時々の四季を眺めながら、店先で「宇治茶」をいた
だきおしゃべりするのが楽しみです。時折必要な野菜
も買いますが、ここでは大粒の「黒豆」がもうすぐ並
べられるので待っています。
勿論、家庭菜園も私のよきサポーターであります。
お代を払わなくていい唯一の食材店ではありますが、
結構元手がかかっているようです。伏見や遠くは泉佐
野まで高級肥料を買いに行くこともあります。
さて、あとは料理する私の腕次第なのですが、それ
が問題ですよね。
（次号は望月メネットの

いちおし！

です。
）

１０月３１日（日） 来年２０周年を迎える茨木
クラブの記念事業“ジャズとバレエで贈るハロウ
イン”のご案内を頂き雨の中 出かけました。第
１部は「今一度、光をあてよう」と題し市立北稜
中学の エイズ教育の取り組み発表。
第２部宮本直助トリオのジャズライブ。第３部は
バレー教室の皆さんとジャズのコラボ。２時間
半、たっぷり楽しませて頂きました。
息の長い企画、区での活動が
終わった後も継続する理念
に心動かされました。
田中記

示

次期クラブ役員候補受付
役員会報告に有りますように、西日本区や阪和部から
の新役員の報告時期が早くなってきております。１１
月例会の臨時総会で これに関し会則改定案が出さ
れます。ご承認いただけるものと考え、フライングで
はありますがひと月前倒しで標記の受付をしたいと
存じます。
役員選考委員会 委員長 芳澤伸之

記
次期における副会長（次次期会長）の立候補を受
け付けます。
立候補者は１１月３０日までに大谷会長にその意
思を文書で届け出てください。
以上

メネット食事会のお知らせ

日 時 １１月１８日（木）１２時００分～
場 所 イル・ピアット （イタリアン）
大乃や
2Ｆ
中央区島町 1-3-5
TEL・FAX06-4794-0007
会 費 ￥3500－
締 切 １１月１０日（水）
大谷会長へご連絡ください。
＊
＊
＊
当日は例会日ですので
食事の後、東ＹＭＣA へ移動し、
アームバンドを製作します。
メネット会長 大藪暢子

―７―

Y’s Men’S

HAPPY

Club Of Osaka Kawachi,

BIRTH DAY

Region Japan West

11 月

山内たりほ １９ＸＸ年１１月 ８日生

WEDDING

November

2010

ANNIVERSARY

佐古 至弘＆利 子夫妻 １１月 ２日
初田
稔＆真佐子夫妻 １１月２３日
尾北
昇＆松 子夫妻 １１月２３日
望月
強＆治 子夫妻 １１月２７日

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

PR Wellness

ワイズデーは各部それぞれのイベントで PR されるがＹＭＣＡデーとならないように、積極的に「ワイズ」を
アピールしてください。
中原 一晃 広報事業主任

11 月－12 月の予定
11 月

12 月

5 日（金） ブリテン印刷・発送
１３日～１４日第２回区役員会
１４日（火）奈良クラブ６０周年祝会
１8 日（木）例会 サンホーム６階
２１日～５日
ロビー展開催
２３日（祝）チャリティラン
２５日（木）役員会 サンホーム
２７日（土）なごみ

３日（金） ブリテン印刷・発送
5 日（日）クリスマス例会
１０日（金）役員会 サンホーム
２４日（金） ブリテン印刷・発送

11 月ゲストプロフィール
吉田有美子さん
（ピータンリーダー）
東Ｙのユースリーダー
愛知県出身、関西の大学に
通いながらリーダー活動を
しています。
現在 ２回生
とても元気で明るく活動的
なリーダーです。

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子 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

昇 会計：望月 強・藤井敬子
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
ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind From Kawachi

TEL 06-6787-3733

（前号つづき）例会活性化の為には型にはまった原理主義ではない、各人の努力が求

められる。 と言いたいのだ。努力、努力と言われるほうは よせやい と言いたくなるだろう。ごもっともなことであ
る。利害も栄誉も関係なく、ゆるやかな関係の中での 少しばかりの奉仕の積み重ね にこそ意味があるとすれば、
叱咤激励は迷惑至極であろう。 そう、故にそのかたがたは気にすることは無い。ただ全ての会員がそうであって
は持続することが（現状を思えば）困難な状況にあると言う事は認識されて良い。思いのある方に向けて編集子は河
内から風を送りたいと思っているのだ。 頑張って、努力しても 必ずしも報いられるとは限らない。中小零細企業の
経営者や職を求める学生やその他大勢の方たちに於いて、その報われないと言う怨嗟は市中に満ちている。努力
が足りない訳でも、努力の方向が間違っているわけでもない。額に汗して努力しても報われなくなって１０年否２０年
になるだろうか？誰のせいとか 誰かのせいと言っている場合ではない。パラダイムが（良い悪いではなく）変わって
しまった事を まず認めねばならない。パラダイムシフトに関し思考する紙幅は無い。ここでは努力するに当たり、
（平たく言えば）世の変化を考慮せよ と言うにとどめる。
私はＴＶのヴァラエティを良く見る。アハハと馬鹿馬鹿しい事を笑っている内に感情がほどけ安らかに眠れる。でも
馬鹿にしちゃいけない。先日（９月末）たまたま点けた（だから前後は知らない）ヴァラエティ番組でニーチェの格言を取
り上げていた。 “脱皮しない蛇は滅びる”と言っていた。 継続中の企画に際し、常に言ってる何かを加え、何かを
引いて行かないとその企画はマンネリ化し衰退する。と私が言う根っこに 忘れていたこの格言の残渣がある事に
気付いた。 この格言は“妨げられた精神も同じことである。それは精神であることをやめる”と続く。（ニーチェ全集、
曙光） クラブの、部の、区の この先を語る時、心を開いて柔軟な思考でパラダイムシフトに対処（＝脱皮）しようで
はありませんか？
又々つづく・・・
編集子

―８―

