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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」

スローガン

“Realization of World Peace through Y’s Activities”

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】エフェソの信徒への手紙 5 章 25 節

（選・解説 岩坂正雄）
「夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように、妻を愛しなさい。
」
―

利害を超越して、敬い、仕えることを心がける。ワイズメンとしてメネット月間に肝銘したいことです

『らくらく車椅子登山プログラム』から見えてくるもの
丸尾 欽造

―

5 月例会プログラム
LT

自然に触れる機会が極めて少ない高齢者や障害のある方々に車椅子
5 月 19 日（木）サンホーム
登山を提供するプログラムも今年で 15 回目を迎えた。うららかな春
6：30～8：30
のひととき、河内平野を見下ろしながら車椅子 20 台が連なって上が
司
会
伊藤玲子メネット
ってゆくボランティア道中は、実に美しく気分爽快である。まして奉仕心の充実感を
開会点鐘
大谷会長
帯びて気持ちも高揚する。しかし、
「春うらら」は、車椅子にじっと乗っておられる方
ワイズソング
一
同
にとって必ずしも温かくお相手してくれず、まだ陽光で温められていない山肌の「花
聖句朗読
新本力子メネット
冷え」が今年も車椅子を覆った。
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
近年、支えてくださるボランティアの方々も多様化の傾向が顕著である。
「府民の森」
坂本阪和部長
メッセージ
を守るパークレンジャーの方々によるご協力は友情と奉仕への切磋琢磨を感じる。
会長の時間
大谷会長
ザ・リッツ・カールトン大阪からは総支配人をはじめ 20 人近いビッグ・デレゲーツ
食前感謝
新本力子メネット
でご参加くださって大きなパワーと国際交流の場を頂いた。意岐部中学校から先生と
食事・歓談・インフォメーション
生徒のみなさん方による参加は「異世代交流」のキャンバスになり、実に美しい絵に
ゲスト
いいだ むつみさん
なった。コースは携帯電波圏外であり、加美アマチュア無線クラブのみなさんが今年
「フランスシター演奏」
も情報伝達の一翼を担って安全面をバックアップくださった。そして原点である多く
誕生・結婚祝い
大谷会長
の個人参加の方々と共に総勢 144 名が登った。
にこにこアワー 加藤君＆望月君
そのような中に、近隣クラブの方々も含めて「ワイズメンがバランスよく共にいる」
YMCA の歌
一
同
のがこのプログラムの特筆すべき構図です。外界に出て、様々な生活環境の方々と、
閉会点鐘
大谷会長
明確な目的に向かって共に行動すること、これこそがワイズ活動の真髄であり、欠か
すことのできないものではなかろうか。このプログラムの原点は「高齢者や障害のある人たちと自然の中で交わりの場を共に
する」ことである。安全への十分な配慮と心地よく楽しんでいただくために、私たちが目をそらしてはならない様々な課題が
今年も見えたのではないだろうか。次に向けての課題に備えること、そして汗してくださった多くの皆さんに感謝して役目を
終えたいと思います。
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２０１１年 ５月報

４月例会報告

にこにこ語録

出席者(敬称略)

今回のニコニコは、渡辺さんの問いかけ「４４年前を思い
出してください」の余韻に浸りながらのニコニコとなりま
した。

--サンホーム ６階 ―
２０１1 年４月２１日（木）18：30～20:30
記録 正野忠之

メ

ン

藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本・尾北
佐古・伊藤・加藤・新本・丸尾・岩坂・中野
畠平・正野・田中
メネット伊藤・望月・丸尾・初田
ゲスト・ビジター
渡辺秀規（堺）
・今井利子（なかのしま）
生地義治・福永 勝（土佐堀）

以上２５名
定刻、芳澤ワイズの司会により開
会されました。と報告を書き始めて
いますが、実は記録担当の私は２０
分ほど遅刻。畠平ワイズが例会の進
行を即時ＰＣに記録するというク
ラブ初の試み（ワイズ初？）をさっ
そく活用させていただいての報告
です。
大谷会長による
開会点鐘、新本ワ
イズのよる聖句朗
読、ゲスト・ビジ
ターの紹介と続き
ます。ゲストは大
阪堺クラブの会長、
渡辺ワイズ、ビジターは大阪土佐堀クラブの生地会長、
福永ワイズとお馴染みの今井ワイズ（大阪なかのしま
クラブ）です。会長の時間では、東
日本大震災への思いと、間近に迫っ
た「らくらく車椅子登山」、チェジ
ュクラブの３０周年例会への参加
について、大谷会長より話がありま
した。食事の時間にあたり、恒例の
田中ワイズによる企画、「ランチョンマット間違い探
し」の正解発表が行われ、渡辺、丸尾両ワイズが当選
しました。いつも例会が和む瞬間です。インフォメー
ションの時間では、大阪土佐堀クラブの生地会長より、
５月２１日に開催の「今できること。東日本大震災復
興支援トーク＆ライブコンサート」についてアピール
がありました。この会は当初、６０周年記念例会のメ
インイベントとして企画されたものです。ゲストスピ
ーチは渡辺ワイズによる「旅のあれこれ」。 独特の
話術で聞き手を巻き込み、楽しくお話をしていただき
ました。済州クラブ３０周年への河内クラブツアーも、
きっと充実したものとなるのでしょう。終了後、結
婚・誕生祝い、ニコニコと続き、いつもより少し早め
の８時２５分、４月例会は終了しました。

―2―

（4 月例会）
テープ起稿

敬称略

畠平剛志

生地（土佐堀） チケット２０枚
すべてお買い上げいただき、あり
がとうございました。
福永（土佐堀）
４４年前の４月
といいますと、
ちょうどその頃、結婚しました。

今井（なかのしま） 今日は渡辺さんに
煙に巻かれました（笑）。言葉遣い、
心遣いはさすが旅の専門家だなと思
いました。
岩坂 渡辺さん
は何十年来の付き合いですが全
く変わっておらず、支離滅裂大
げさな言葉遣いで大変笑わせて
いただきました。堺クラブのま
すますのご発展を祈っておりま
す。
丸尾 大道芸人の前口上を思い出しました。楽しかっ
たです。
佐古 ４０年前は関西テレビにいたような気がしま
す。よく暴れた、そういう時代でした。今は年いって
そんな元気ありません。（そんな事ないです!との会場か
らの声。
）

新本 ４４年前 堺クラブは大きなクラブで大阪
YMCA の重鎮という方がおられました。４０年後は
どうなるかわかりませんね（笑）。
尾北 最近時々例会出れなくて寂しい思いをしてい
ました。今日のお話は楽しく、旅行業をやっておられ
て不測の事態にもお客を退屈させない、参加させる工
夫が素晴らしいと思いました。
中野 今月上海に行ってきました。その後西本願寺に
行って、上海の熱気と２０００人集まった信者さんの
熱気に当てられて韓国に行く時に疲れが取れている
か心配です。
正野 頭から「４４年前」がしばらく抜けないと思い
ます。土佐堀クラブは、６０周年を形を変えてやるこ
とを決めるまで色々あったんだろうなぁと思います。
できるだけ支援したい思いです。
杉村 「ひょっとすると は絶対ない」ということで
私の買った宝くじは絶対ないん
やなと悲しい思いです（会場笑）。
新しく志紀デイサービス所長に
なりました「ひょっとすると」と
いう甘い期待はなしで頑張りた
いです（会場拍手）。

大阪河内ワイズメンズクラブ
望月 今日は旅のあれこれというタイトルに、騙し
た方が悪いのか騙された方が悪いのか・・・悪いの
は望月です。
初田メネット 渡辺さんを最初を見た時におとなし
そうな人だと思ったのですが、花園の部会が忘れら
れません。とても面白い人ですね。
丸尾メネット チェジュ行きの
楽しみを作るお話をされるのか
なと思っていたのですが（笑）。
４４年前の４月は結婚する１０
ヶ月前でした。主人がそれを言
ってくれるかなと思ったのです
が（会場爆笑）。
望月メネット ３月１１日から悲しい涙ばかりでし
たが、今日は楽しい涙でありがとうございます。
伊藤メネット キャンセルとか苦情とかあったとき
にどう切り替えていましたか？（渡辺；クレイマーは相
手にしないのです。良いお客さんばかりです！）

伊藤 余韻の良いお話をしていただいてありがと
うございます。
加藤 カナダ、フロリダなど旅の思い出は色々あっ
て、また行きたいなと思いました。
宮本 渡辺会長の立て板に水というお話ありがと
うございました。旅といえば主人と春に海外、秋に
国内旅行に行こうと約束しましたが、海外はオース
トラリアに行ったっきりですが、国内はなんとか一
泊で行っています。旅は大好きです。
渡辺（堺）今日はあ
りがとうございまし
た。皆様のご健康を
お祈りいたします。
大谷 今は青春
１８切符を使って遠
くに行くのを楽しみ
にしています。帰る
時はもう止めておこうと思うのですが、しばらくす
るとお産みたいなものでまた行きたくなります。
（お産ってそんなもんなの！？と会場騒然）

田中 渡辺さんは女性の皆さんに「お美しい！」と
いうので家内もファンです。部会では機転の利いた
台詞で雰囲気を和らげていただき、感謝と尊敬申し
上げています。
芳澤 今度は旅のあれこれではなく、北新地のあれ
これで、飲みに連れて行ってください！
藤井 渡辺さん今日はありがとうございました。私
は若い頃、鈍行の旅をよくしました。またゆっくり
とした旅の話をお願いいたします。
畠平 旅のテクニカルなお話かと思っていました
が、それが全くなくてこれだけ面白いお話、感心い
たしました。
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第３6 期 第 11 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 5 月 LT
２０1１年 4 月 26 日（火） 東ＹＭＣＡ

出席者 大谷・芳澤・田中・藤井・横田・望月・宮本
正野・丸尾・尾北・杉村

5 月例会
5 月 19 日（木）6；3０～8；30 サンホーム
Ｂ班担当；正野・宮本・丸尾・加藤・望月・青野
大藪メネット会長から阪和部各会長宛メネット例会で
ある旨のご案内ハガキを出す予定。
ゲストスピーチ；いいだ むつみ さん
テーマ；
「フランスシター 演奏会」
＆ 部長公式訪問

例会役割分担
司 会 伊藤 玲子メネット
食事手配 正野忠之君
聖句朗読・食前感謝
新本力子メネット
ニコニコ
加藤寿枝君 ＆ 望月 強君
受
付 丸尾欽造君
音楽担当 会 計 望月・藤井君

6 月号ブリテン原稿
例会報告
役員会報告
5 月例会にこにこテープ起し
Ｙニュース
サンホームニュース
巻頭言
原稿締切は 5 月 27 日 厳守！

宮本 桂子君
尾北 昇 君
畠平 剛志君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
大谷美佐子君
6/3 印刷発送日です。

審議事項
１. ６月例会 C 班担当 区大会報告・チェジュ訪問報告
及び各事業委員長の総括を予定
田中（委員長）
・新本・横田・岩坂・中野・尾北・大藪
２. 済州クラブ３０周年祝会訪問について
大谷会長は体調不良のため不参加
準備はつつがなく進行し、出発を待つのみである。
３. 東日本大震災 関係
区より取り組み報告書の提出を求められている。
息の長い取り組みをしよう。チャリティコンサート等
４. ふれあい祭り
５月８日 （日）
食事代の補助として従来通り￥１万円支出する。

報告事項
１. らくらく車椅子登山について（丸尾委員長）

２. 車椅子清掃、桃の里幼稚園清掃報告（芳澤委員長）
３. ライブラリーコンサート ５月２１日（土）
河内クラブスポンサー ＰＭ3：00～4：30
４.
５. 大阪土佐堀クラブ ５月２１日（土）
１４：００～１６；００
トーク＆ライブラリーコンサート 会費１０００円
６. 京都グローバルクラブ オープン例会 ５月１８日（水）
リーガロイヤル京都
会費 ５０００円
７. 神戸西クラブ５０周年記念式典
５月１４日（土）
相楽園会館
会費８０００円
８. 岩国みなみクラブ チャーターナイト
５月２８日 岩国国際観光ホテル 会費１００００円

本日の にこにこは ￥１６６５０－ でした
―３―
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９. 第１４回西日本区大会６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都
参加者 メン
伊藤・望月・丸尾・田中・横田・佐古・正野芳澤・杉村
大谷
メネット 伊藤・望月・丸尾

連絡事項
１. ５月６日（金）ブリテン印刷・発送
２. なごみ５月中止

第 15 回らくらく車椅子登山・報告
丸尾

欽造

[熱い心で包む車椅子]
お天気の神様は、プロ
グラム実施の旗を振
ってくださった。らく
らく登山道は比較的
暖かかったが、神津嶽
の「ふれあい広場」の
東屋は立地的に風の抜け道であることに加えて日
差しにも恵まれず前夜の雨で冷えた山は体感温度
をぐっと下げ、今年は例年より厳しかった。昼食と
交流、そして記念写真の撮影を急ぎ下山した。パー
クレンジャーの方々が準備してくださったプログ
ラムの多くをカットせざるを得なかった。温かい心
で車椅子参加者を包み込み、温かい麓のセンターハ
ウスへ戻った。楽しかったとの声の多きに安堵した
が、特に初参加の車椅子の方が来年もぜひ参加した
いと、その笑顔が印象に残った。
[多くの方のお支えをいただいて]
主催する大阪河内ワイズ
メンズクラブ・大阪東Ｙ
ＭＣＡに加えて、今年は
「NPO 法人日本パーク
レンジャー協会」様が協
力団体として正式に加わ
っていただき、事前の委
員会にも代表幹事の武田
敏文様、伊藤孝夫様がご出席くださった。
ザ・リッツ・カールト
ン大阪、加美無線クラ
ブ、意岐部中学、敬愛
高校などをはじめ、奈
良クラブ、サウスクラ
ブからも友情参加を
いただき、関係する
方々のファミリーやお友達など 124 名のお支えを
いただいた。大谷美佐子会長が突然の体調不良のた
め不参加になったが、メン・メネット計 20 名がス
タッフとしてそれぞれのポジションを担当した。サ
ンホームから専門職 19 名のご参加、お迎えした車
椅子参加者は 20 名、内 4 名の方は徒歩でのトライ
―４―

でした。今春開設された「ＹＭＣＡ志紀ディサービ
ス」からも 2 名の参加者を迎えた意義は大きいと思
う。
[次にむけて]
プログラムを無事
に終えることがで
きたのは様々なか
たちでお支え下さ
った方々一人ひと
りのお働きと準備
によるものです。今日まで継承されてきたノウハウ
に加えて、評価会で提言のあった事柄を活かせてい
くことが大切と考えます。車椅子参加者への充実度
のアップ、スケジュールや安全面のチェック、開催
時期や暖かい昼食提供の可能性を探る点にまでも
課題はあるようです。次に向けるその過程こそがワ
イズ活動の泉かも知れません。評価会のレポートは、
次号にて報告させていただく予定です。

（下山・・・）

（緑のトンネル）

（新緑の下を行く）

（登り・・・・）

（山が結ぶワイズとの出会い）

大阪河内ワイズメンズクラブ
済州クラブ
４月２８日
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３０ 周 年 記 念 祝 会 訪 問 紀 行
被災された東北の方々
方々を思い、訪韓自粛説などもあったが、兄弟クラブのお
クラブのお祝いを共に祝おうと
関空を飛び立った。
受け、バスでまずＹＭＣＡを
済州空港で盛大な出迎えを受
訪問した。

空港の北、海の近くで海鮮料理
海鮮料理の昼食を頂き、その後、翰林公園（熱帯植物園
熱帯植物園と
溶岩洞窟）へ案内されサボテンやブーゲンビリア
されサボテンやブーゲンビリア、イグアナ、亀、大トカゲ
トカゲ等 童
心に帰り見物・・・観鳥
観鳥が趣味の私は日本では九州でしか見られないカササギを
られないカササギを
見て とても嬉しかった
しかった。その後、宿舎兼祝会場であるＫＡＬホテルにチェック
ホテルにチェック
イン。７時から記念式典
記念式典が開会された。式典は済州クラブのフラッグ入場
入場に始まり、厳かな雰囲気
で行われました。我々にも
にも配慮され、韓国語のスピーチは事前に日本語訳
日本語訳が印刷物で頂きました。
大谷会長の代読で岩坂団長
岩坂団長がユーモアを交えて行われました。しっかりと意志が伝わったと思いま
しっかり
す。式典ではお祝い金をお
をお渡ししただけで、済州クラブの申し出で、プレゼント
プレゼント交換は他のお客さ
んのことを配慮して、明日の交流会で
で行うことになりました。済州クラブの記念奉仕寄金
記念奉仕寄金として、災害寄金（10
万円）が岩坂団長に託されました。我々
我々が想像していたより、厳粛で、はしゃいだ雰囲気
雰囲気はありません。震災の
事を考慮してくれたのかもしれません
しれません。
式典とアトラクションは８時３０分に
に終わり、晩餐会は１０時過ぎまで繰り広げられた
げられた。

４月２９日
この日は、チェジュクラブが全てのお
てのお膳立てをして下さり、９時５０分ホテル出発
出発。まずは島の南西にある緑
茶博物館（o’sulloc）へ。緑茶の文化
文化は無い国だったのが１０年前荒れ地を開墾し立派
立派な茶園になったと言う。
ハルラ山を富士山に見立てれば、溶岩地形
溶岩地形と海に挟まれた斜面はまさに静岡県と同じようで
じようで、茶所とした着想は
見事である。そこから海沿いに東へ走
走り思索庭園（盆栽園）へ。そして昼食。西帰浦
西帰浦から遊覧船に乗り６０分余
海上から奇岩の続く景観を楽しんだ。
。５時３０分、ＫＡＬホテル帰着。６時３０分バスで
バスで歓迎晩餐会会場へ移動
しチェジュメンバーと交歓会が行われた。
。
宋元邦会長の心のこもった歓迎あいさつを
あいさつを受け、河内クラブからのお
土産が手渡された。西クラブの井上さんから
からは月桂冠の１升壜が手渡
され、望月 Y’s が指名され、さっそくそれで
さっそくそれで乾杯となった。メネット
のお土産は大藪メネット会長から会長夫人
会長夫人に贈られた。

宋会長の歓迎辞

お土産を渡す中野 Y
Y’s

お 酒 は 月 桂 冠 が
よろしいようで・・・
と 井 上 さ ん

長～い説明つきで、
ミニバナーを贈った丸尾 Y’s

大藪メネットから会長夫人へ
大藪

そして乾杯の音頭は
短い方がよいようで・・・
と望月 Y’s

―５―
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済州クラブ訪問紀行

前ページ続き
晩餐会は９時３０分に散会した。
４月３０日
済州島最後の日。我々の希望に沿って手配して頂いたコースを巡る日。９時にチェックアウト。済州名物の風が強く
まっすぐ立っていられないくらいだ。今日は島の東端城山日出峰を目指す。
その前に海女博物館へ。観光立島の為に作られた箱物か？（６５歳以上は
入館無料）島の女性の苦闘が偲ばれる。
１１時１５分、城山日出峯着。相変わ
らず強風のため、ガイドさんは登頂を
いさめるのだが、年はとっても元気な
河内 Y’s。メネット４名を残し断固と
して登る。海上の草千里・・素晴らしい景色だった。昼食は黒豚の鍋。チジミが美
味しかった。民俗村（保存地区）を回り、土産物店を経てチェジュ空港へ。
観光はデラックスなバスと流暢な日本語を話すガイドさんを付けて頂き 楽しい思い出になりました。
3 日間を通して宋元邦会長とＹＭＣＡ主事 宋さんと日本語の話せる若いメンバー金さんが終始お付き合いをして下
さいました。
尚、日出峯の入山料も６５歳以上は無料で両替していたウオンが余り、皆さんと相談の上チェジュＹＭＣＡに献金
（８５０００ウオン）しました。
強風のため朝の便が欠航し、２時間ほど離陸が遅れたことが最大のトラブルで、全員、元気に帰国できたことが何よ
りでした。
前後しますが、チェジュ入国に際し、日本からの渡航者は全員放射線検査があり 福島の事故に対し過敏とも言える
反応に驚きましたが、これは輸出等に関しても 同じ対応がほぼ 全世界で取られている事から たんに風評と言いき
れないものがあると感じました。国を挙げて適切な対処が求められています。
田中惟介記（一部望月ワイズ記を引用）

仙台ＹＭＣＡのユースリーダーが、被災地で頑張っています！
阪和部Ｙサ・ユース事業主査 正野忠之
全国 YMCA リーダー研修会（全リー研）に参加した仙台ＹＭＣＡのユースリーダ
ー２名が被災地で支援ボランティア活動に力を注いでいるという知らせを、奈良Ｙ
ＭＣＡの藤井総主事から現地に行かれた際の情報としていただきました。全リー研
は阪和部のみなさんで支援しましたリーダーの
研修会で、
「リーダー力をみんなで磨こう」
がテ
ーマでした。研修会のときは想像できなかった
大震災。きっとあのとき磨いたリーダー力を活
動の場で発揮していることと思います。みなさ
んの支援が、被災地で活かされています。

＜地域高齢者支援プログラム＞
サンホームでは、地域包括支援センターが中心となって、地域の高齢者の方の自立支援をサポートして
います。講座もありますし、自主的なグループ活動の支援もあります。
ワイズ、メネットが参加できる活動もありますので、興味がある方はお問い合わせください。
①
折り紙の会
第１月曜日 １４：００～１５：３０
②
絵手紙交流会
第１火曜日 １０：００～１２：００
③
ちぎり絵
第 3 水曜日 １０：００～１２：００
④
トールペイント 第 2 木曜日 １０：００～１２：００
または、１３：３０～１５：３０
⑤
男性専科
第 2 金曜日 １０：００～１２：００
⑥
ペンシルバルーン第 3 月曜日 １３：３０～１５：３０
―６―
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桃の里グランド草刈り奉仕

５月１９日（木）は、メネット例会です。
時節柄、今年の例会はちょっと趣向を変え、食事とフ
ランスシターの調べを聞く会とします。

フランスシター（弦楽器）
シターの名は、古く旧約聖書の詩編にも見られ、祈
りの歌の伴奏として使われていた。一時、表舞台から
忘れ去られる時代も続くが、フランス（特に南フラン
ス地方）の小さい教会や修道院で再び演奏されること
で蘇る。その後改良が重ねられ、現在の形、音域とな
る。
２０００年、神戸“日仏文化サロン”主宰の長谷川
亘利氏が 初めて日本に紹介、それに伴い「日本シタ
ー協会」が設立されました。

ゲスト

いいだむつみ

さん

４月１６日（土）10：00～12：30
ワイズ 7 名、ボランティア１名、
サッカー少年 9 名、スタッフ 1 名
総勢 18 名で、草刈り開始！
回を重ね、かなり綺麗になって来た
うえ、前日の雨で除草しやすく、見
る間に除草が進む。

のプロフィール

日本シター協会会員
奈良市在住
幼少の頃よりピアノを始め.他に打楽器やリコーダ
ーを習得する。
長年アンサンブルグループ・コーラスグループでの
音楽活動に携わる。
２００２年.当時日本に紹介されて間もないフラン
スシターと出会い.その繊細で奥深い響きと.育まれて
きた背景に魅せられ“日本シター協会”に入会。
長谷川道子氏に師事。関西を中心に各地で演奏を行
う。フランスシターのソロ演奏の他に・様々な楽器を
駆使し.朗読家やダンサーなど.多ジャンルのアーティ
ストとの共演も多くおこなう。
他には
1993～2003 地方のミニコミ誌や月刊誌への執筆
2006～2009 ＮＨＫラジオ深夜便
“日本列島くらしのたより”
レポーター
2009～
奈良の伝統食「茶がゆ」を紹介する
会を行っている。

さぁ 始めようと声をかけ
所用で去って行った
滝中君であった・・・

フランスシター奏者.

チェジュクラブ３０周年祝会に
メネット７名が同行しました。済州クラブとの交流
のキーパーソンだった故丹波 Y’s 夫人恵美耶さんも
参加され、楽しく交歓してきました。プレゼントのア
ームバンドも好評でした。

（除草前）

（除草後）

（除草中）

（2 時間の成果）

腰痛を抱え、取材のみに出かけた筆者も、ハサミを
取り出しフェンスに絡みついた蔓を取り除くことに
熱中してしまった。普段.身体を動かすことが少ない
ので こうして屋外で汗を流すのも 良いものだナ、
と思う。作業後、茶菓で懇親会を持った。 例会や役
員会とは違った 普段の会話を交わす事が出来、こん
な機会が最近少ないなぁと 感じた。
肩ひじ張らない、雑談の中から生まれる企画に、も
っと期待してもよいのではないだろうか？

トルハルバン

翰林植物園に咲く“ナ”の花
良い香りがした

―７―

Y’s

Men’s

Club Of Osaka

HAPPY

Kawachi,

BIRTH DAY

Region

5 月

Japan West

WEDDING

正野 忠之 １９５８年５月 ３日生
青野 剛暁 １９７４年５月１４日生

May

2011

ANNIVERSARY

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

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
い楽しいクラブ、明るく元気な
景気低迷の今、求められるのはワイズの
ワイズメンを紹介しクラブリーフレットや
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
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

LT

実務に主体性を置き、１０年度の全事業
全事業に徹底する。できる限り事業に反映させ、西日本区全体
西日本区全体の発展に繋げる。
仁科 保雄 理事

5 月－6 月の予定
5月
6 日（金）ブリテン印刷・発送
７日・８日 東大阪ふれあい祭り
１９日（木）例会 サンホーム 部長公式訪問
２１日（土）ライブラリーコンサート
ライブラリーコンサート
土佐堀クラブ６０周年
周年
２６日（木）役員会 サンホーム

6月
３日（金）ブリテン印刷・発送
１１日・１２日 西日本区大会 京都
１６日（木）例会 サンホーム
２３日（木）役員会 サンホーム

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子 副会長:横田憲子
横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北
メネット会長:大藪暢子
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://kawachi
http://kawachi-ys.org/

TEL 06-6787-3733

Wind From Kawachi

★大震災
大震災から約２ヶ月過ぎて尚、もやもやした不安感が
が持続し、気力が萎えて行
くような心もとなさは 何故であろう
であろう と考え続けている。
この災厄がもたらすものとして、誰
誰もが胸の奥深くで感じている事は 日本の、我
我が国の歴史の大きな転換
点になるであろう と言うことだろう
うことだろう。経済成長を前提とした近代は、科学技術の
の発展でそれを可能にして
きた。エネルギー、然り。化石燃料
化石燃料から原子力へ。その科学技術生んだ原子力発電
原子力発電が 途方もない災厄を生
み出し続けている。この未曾有の災厄
災厄は新しい、創造的な方法で変革する機会としなければ
としなければ、同じ事を繰り
返す事になろう。歴史は栄枯盛衰を
を教えてくれる。今、我が国は世界の先頭を走り
り続ける事が可能か否かが
問われている。復興に名を借りて膨大
膨大な投資をすることよりもコストの安い小水力発電
小水力発電や一極集中を避け適
当なコミュニティーを分散し地産地消
地産地消・自給の社会を築き上げると言った枠組みに
みに切り替える時ではないだ
ろうか。今は世界が被災地に温かい
かい目を注ぎ、支援の輪が広がっているが、膨大な
な債務を抱え破綻寸前の国
情にまで甘くは無い。舵取りを誤ればたちまち
ればたちまち厳しい取り立てが待っていると覚悟
覚悟しなければならない。温
暖化や地球の有限な資源を思い、世界
世界の存続のための新しい枠組みを築き範となる
となる国家を築いた時、初めて
多くの国のモデルとして賞賛を得られるだろう
られるだろう。成長論から抜け出そう。既得権益
既得権益を守ろうとする動きは決
して望ましいものではないと、確信
確信する。
新 し い 地 平 に
ニ ュ ー パ ラ ダ イ ム を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
＊環境省の試算によると稼働率を
を 24％としても、最大で原発４０基分の発電量が
が見込める結果となったそ
うだ。（風の強い東北地方では、原発
原発３～１１基分が風力でまかなえる計算である
である）もう原発はいらない？
＊小水力：ＪＩＳ規格・・100Ｋｗ
Ｋｗ以下をマイクロ水力、100～1000Ｋｗがミニ
がミニ水力、1000～１万Ｋｗ
を小水力と呼び、巨大なダムは要らないし
らないし送電ロスも少ない（地産地消）下水処理場
下水処理場やごみ焼却場も発電可。
我欲にまみれた云々 と言った知事
知事さんも本気で枠組みを変えるなら発信する相手
相手を間違えないでほしい
ものです。
今回のこの欄はワイズに向けた発信でないのが申し訳ないが書いている内にすこしはもやが晴れたようだ。
今回のこの欄はワイズに向けた発信でないのが申し訳ないが書いている内にすこしはもやが晴れたようだ。編集子

―８―

