
 

 

６月例会プログラム 
評価・計画 

6 月 16 日（木）サンホーム 
6：30～8：30 

司  会       田中惟介君 
開会点鐘      大谷会長 
ワイズソング    一  同 
聖句朗読     尾北 昇君 
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 
会長の時間     大谷会長 
食前感謝     尾北 昇君 
食事・歓談・インフォメーション 

区大会報告・事業委員長総括 

チェジュ訪問報告 

誕生・結婚祝い    大谷会長 
にこにこアワー 中野君＆横田君 
YMCA の歌    一  同 
閉会点鐘       大谷会長 

 

２０11 年 6 月報    Vol .428  6 月 3 日発行 

   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」     高田 一彦（横浜クラブ） 

 スローガン “Realization of World Peace through Y’s Activities”   「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」      藤井寛敏（東京江東クラブ） 

 スローガン  “Build a Bridge to the Future” 「明日《あす》への橋を架けよう」       

  
【今月の聖句】コリントの信徒への手紙Ⅱ 8 章 15 節 （選・解説 岩坂正雄） 

「多く集めた者も、余ることはなく、わずかしか集めなかった者も、不足することはなかった。」 
―人のはたらきは結果だけで評価できるものではない。 

どんな想いをもって とりくんできたかが大切であり、その志はかならず次期に引き継がれるでしょう―  

『感謝・感謝・感謝』         大谷美佐子 

感謝・感謝・感謝 この言葉しかありません。 

「ワイズ事業に活力を」の主題で昨年７月に出発しました。

今強く感じることは、クラブの皆様のご理解とお支えを常に

与えていただき温かく見守ってくださったことです。 

初期に目標としましたワイズ事業活動もメンバー方々の責任

意識によって計画通り成し遂げられたと大変嬉しく思っています。メネット

の皆様には常にメンの支えに徹していただき時間のない中の手作りの作業

や心配りが頼もしく素晴らしいものでした。この１年間充実した活動をさせ

て頂いた事に心より感謝すると共に 厚くお礼を申し上げます。 

 毎月の例会や会合は時間厳守で定刻に始まり終了したいとの気持ちを皆

様にお伝えしましたところ ご理解をいただき実現できたのは非常に嬉し

く河内クラブの皆様の心意気とチームワークを強く感じました。 

今期は毎年の行事以外に横浜国際大会でのＩＢＣ締結・35 周年祝会・ロ

シア Y’S 歓迎の行事・阪和部新年合同例会ホストなどがありました。途中

で息切れすることなくどの事業にも積極的に取組んでいただき、特にロシア

Ｙ’S 訪問時には 部・クラブを超えて多くのご協力と応援をいただきまし

た。ご支援がなければ達成できなかったでしょう、感謝申し上げます。 

毎月の「はがき」は私らしさが伝わり少しでもコミュニケーションが取れればとの思いからお届けしました。

「頑張っているな」と声かけを有り難うございました。 

最後に 多くの方々との出会いや親睦を深め温かい心を知りえる機会を与えて頂き感謝しています。皆様の

ご支援ご協力を有り難うございました。 

 

会 員 数 
２1名 ゲスト＆ビジター         ２４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 ７名 B F ０円 ５ 月分     ０円 

会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ４６名 ユース ０円 累 計１４９３７６円 

メ ー ク ア ッ プ ３名 役 員 会 出 席 者 １４名 C S ０円   

５ 月 の 出 席 率 ８５．７％ ４月 の 全 出 席 者 ６０名 切手累計 ５９０g   
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５月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
   ２０１1年５月１９日（木）18：30～20:30 

 記録 畠平剛志 報告 宮本桂子 

出席者(敬称略) 

メ ン 藤井・望月・大谷・杉村・宮本・正野・田中 

伊藤・加藤・新本・丸尾・岩坂・中野・横田 

畠平 

メネット伊藤・望月・丸尾・初田・中野・新本・大藪 

ゲスト・ビジター  

    飯田むつみさん（ゲスト奏者） 

    菅原哲夫氏（朗読家） 

栢本佐貴子さん（正野 Y’s のフィアンセ） 

（紀の川） 

坂本智（阪和部長）・東 雅子（部会計） 

真弓弘毅・榎本美保子・西岡妙子 

（サウス） 

  有田和子・寺岡博也・松岡虔一・吉田全孝 

  吉田芳子・横山順子 

（奈良） 

  林 夏代・松田重子 

（なかのしま） 

今井利子 

（東ＹＭＣＡウエルネス） 

  鈴木 えみ 

（サンホーム職員） 

  月川智弘・謝 嬋華・上村五月・水野真由子 

  矢野成悟・今井 裕 

 以上４６名 

例会報告 

５月は、メネット

例会です。伊藤メネ

ットの司会で定刻に

開始し、本日のゲス

トである、いいだむ

つみさんを拍手でお

迎えしました。 

 大藪メネット会長による開会点鐘に続

き、「メネットのねがい」を全員で合唱した

後、新本メネットによる聖句朗読、大谷会

長からゲスト、ヴィジター紹介と続きまし

た。 

坂本阪和部長より「お花が沢山あって、メネットさん

も沢山いて嬉しく思います。また、今日の例会では新し

いメネットさん（正野さんのフィアンセ）が参加という

事で嬉しく思っています。東日本大震災については、常

に心にとどめ、継続して援助することが重要ではないで

しょうか。」とメッセージを頂き、西日本区大会、アジア

大会への参加を呼びかけられました。 

会長の時間では、大きな行事（チェジュ訪問）の時に

体調を崩したお詫びと、今はもう元気になったと報告が

あり、ライブラリーコンサート、スペシャルオリンピッ

クスについての映画、サウスクラブさくらんぼの紹介が

ありました。 

新本メネットによる食前感謝があり、食事、歓談。 

インフォメーションでは、岩坂メンより４／２８に行わ

れたチェジュクラブの創立３０年記念式典に「痛みを分

かち合う」活動を海外までに、という意図で１５人参加。

チェジュクラブより１０万円震災支援金を頂き、これは

同盟に送るとの報告がありました。 

  

 

 

 

丸尾メンより知的障害者を題材にした映画「幸せの太

鼓を響かせて」の上映の紹介がありました。 

正野メンよりフィアンセ栢本佐貴子さんがメネットの仲

間入り！との嬉しい報告がありました。 

その後、ゲストいいだむつみさんによるフランシスタ

ー演奏に続きました。 

 田中メンより、いいださんは、昨年から菅原さんと朗

読＆演奏でコラボされ、先日は、東日本大震災のチャリ

ティコンサートを実施されたと紹介がありました。 

その後、フランスシターの楽器の紹介といいださんの楽

器に対する想いを全１５曲の演奏と共に聞かせて頂きま

した。（３ページ参照） 

 

 

 最後に誕生、結婚祝い、にこにこアワーと続き、定刻

を少し過ぎて、５月メネット例会は終了しました。 

 

 

 

 

 

 

（曲目） 

・奉献曲 作者不詳 

・３曲の賛歌 シターの楽曲より 

  神よ私の願いを叶えてください 

  シスターメリールに捧げた曲「包まれて」 

  シスターヴェルナール捧げた曲「慈雨」 

・庭の千種 ムーア 

・埴生の宿 ビショップ 

・ロンドンデリーの歌 アイルランド民謡 

・この道 山田耕筰 

・浜辺の歌 成田耕筰 

・平和と喜び Sr．アン・クレール 

・鎮魂と祈り M.IIDA 

・ね・が・い  M.IIDA（即興） 
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にこにこ語録 （5 月例会）     敬称略 

テープ起稿 畠平剛志 

今日は良い演奏だったので皆さん話したいと思ってお

られるでしょうけれど、時間の都合でゲスト・ヴィジタ

ーの方のみしゃべって頂きます。（にこにこ担当望月） 

坂本（阪和部長）フランスシターの演奏に大変感動し

ました。奈良にもワイズメンズクラブがあります

ので是非・・・ 

東（部会計）部長のお供で来ていま

すがこんなに良い例会ははじめ

てです。（おぉ～！拍手） 

榎本（紀の川）本日は

いいださんの今生の

ものとは思えない、すばらしい音を聞か

せていただきありがとうございました。

感動しました。（拍手） 

西岡シター？チターの間違いかな

と思って来ました。見た事もない

楽器に出会えてすごくうれしい

です、いい日に来たなと思いまし

た。 

真弓（紀の川）ワイズメンズクラブの不

安（ファン？）の一つに河内クラブがあ

ります。 
（えっ？ファン？ 何？ 笑い声 拍手） 

 

菅原本日はお招き頂きありが 

  とうございました。 

 

林（奈良）素晴ら

しい音色を聞かせていただきありがと

うございます。 

 

松田（奈良）今日はすてきなシターの

調べと素敵なメネット例会にお招

きいただき、ありがとうございまし

た。 

 

松岡（サウス）大好きなロンドンデリ 

 ーの歌を聞かせていただき感動し 

ました。 

有田（サウス）今日は素晴らしい調

べ、祈りの中にとけ込んだ曲に感

激しました。ライブラリーコンサ

ートのスポンサーをお引き受け

くださりありがとうございまし

た。（拍手） 

寺岡（サウス）正野さんのフィアンセ

の栢本さんとフランスシターに感

激しました。 

今井（なかのしま）格調高い調べ、あり

がとうございました。１階でお会いした

時には普通の方に思えたのですが（笑）、

音楽を終わったあとは平和を贈る天使

のように思えました。 

栢本（正野さんフィアンセ）来るまで

はドキドキしていました。日々セカ

セカしているのですが今日は豊か

な時間を頂きました。今日はありが

とうございました。（拍手） 

 

 横山（サウス）今日は思わぬ結婚祝いをありがとう

ございました。心の中に沁みて来

る水のような調べで、自分の子供

と遊んだときの事を思い出して涙

が出そうになりました。 

吉田（サウス）次期メ

ネット主査をやらせていただく

ことになりました。よろしくお願

いします。今日は良い音色の音楽

に目を閉じてふるさとを思いな

がら色々な光を思い浮かべなが

ら聞かせていだきました。 

 吉田（サウス）今日は坂本部長の鞄 

持ちで来ましたが、こんな素晴ら 

しいシターに出会って感謝感激、 

胸が躍っています。先日ヘルマン 

ハープに出会った時以上の感動 

です。河内クラブメネット会の皆 

様ありがとうございました。 

望月 ゲスト・ヴィジターで漏れている方はいらっ

しゃいませんか？それではこれで、終わります。

出来たら菅原さんの朗読も聴かせていただきたか

ったです。 

田中 ご紹介の時に、言い忘れましたけれど、飯田

先生と菅原さんの朗読会、宮沢賢治の詩とか遠野

物語、座敷童子のお話ですね を東北の言葉でさ

れたのですが、素晴らしかったです。お話に合わ

せ飯田さんが色んな楽器を使って即興で音を入れ

られるのです。是非 一度聞いて頂きたいですね。

次期会長の横田さんにチャリティコンサートを開

いて頂きたいと思います。よろしく・・・ 

 

（フランスシターの紹介と想い） 

フランシスターは教会で奏でられ

ている楽器です。２００２年に偶然

この楽器に出会い、今生では弦楽器

には縁が無いなと思っていました

が、この楽器に出会った時に「祈り

の楽器だな」と思いました。 

それから神戸御影の教会に通いました。 

この体に沁み入るような響きをお聞きください。 

今の世の中は情報過多ですが、これは音を省いて

いくような楽器です。 

１２１本の弦で約３オクターブと和音を表現して

います。日本は四季があって湿気があるので調整

が大変です。弦が自分と平行にあって、指に何も

つけずに奏でる珍しい楽器で、自分の指のコンデ

ィションによっても音が変わります。演奏する姿

を、手元で音を止める事もあって「機を紡ぐよう」

といわれることがあります。「音を紡ぐ楽器」と言

えましょう。 （いいだ むつみ さん 談） 
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第３6 期 第 12 回役員会

“ワイズ事業に活力を

日本区強調月間 6 月 評価・
２０1１年 5 月 26 日（火

出席者 大谷・芳澤・田中・藤井・横田

正野・丸尾・尾北・中野・佐古

６月例会  

6 月 16 日（木）6；3０～8；30 

Ｃ班担当；田中・新本・岩坂・横田・中野・尾北・大藪

テーマ；区大会報告・事業委員長年間総括

チェジュクラブ訪問報告 

例会役割分担   
司 会  田中惟介君 食事手配 尾北

聖句朗読・食前感謝       尾北

ニコニコ    中野義彦君 ＆ 横田憲子

受  付・音楽担当  会 計 望月・

7 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              鈴木

サンホームニュース            

巻頭言                    

原稿締切は６月 24 日 厳守！  7/1 印刷発送日

審議事項 
１.７月例会 A 班担当  松本部長公式訪問

２. 済州クラブからの寄金について 

  10 万円の支援金をいただいた。日本

か、東 YMCA を通して大阪 YMCA に送るかは、今後検討

する。済州クラブに使途などきちんと結果報告ができ

るようにしたい。 

東日本大震災 YMCA 募金ガイドラインの事務経費に

ついて、疑義があると思われるのでその旨、阪和部

長および西日本区理事に連絡することと

３. 今期の評価と反省及び改善すべき事がら

  ・例会の時間厳守が出来たことは良かった。

・大谷会長のもと一致団結してよくまとまったと思う。

・各事業委員長の次期への引継ぎが必要です。

・特定の方に偏らず、多くの方が役割を分担すること

が必要です。 

報告事項 

１. サンホーム大掃除：6月２６日（日）

 参加者確認 芳澤、尾北、杉村、メネット数名

（今後さらに募っていく。）

２. 第 4回評議会：6月 18 日（土） 

１３：００～１５：００

第 1回評議会      １５：３０～１７：３０

   新、現評議会メンバー合同懇親会

１８：００～２０：００

 於：東映ホテル 会費

参加者確認 芳澤、正野、望月、大谷、横田、丸尾

宮本 

３.  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 

４. .知的障害者をテーマとした映画 

「幸せの太鼓を響かせて」 5／28～2週間上演予定

        梅田ガーデンシネマ

大阪河内ワイズメンズクラブ 2011 年 6 月報
回役員会報告 

ワイズ事業に活力を” 

・計画 
火） 東ＹＭＣＡ 

横田・望月・宮本 

佐古・伊藤・畠平 

 サンホーム 

田中・新本・岩坂・横田・中野・尾北・大藪 

事業委員長年間総括 

尾北 昇君  

尾北 昇君  

横田憲子君 

・藤井君 

              岩坂正雄君 

     芳澤伸之君 

      畠平剛志君 

鈴木えみ さん 

    尾北 昇君 

      横田憲子君 

印刷発送日です。 

松本部長公式訪問・役員交代式 

万円の支援金をいただいた。日本 YMCA 同盟に送る 

に送るかは、今後検討 

する。済州クラブに使途などきちんと結果報告ができ 

募金ガイドラインの事務経費に 

があると思われるのでその旨、阪和部 

長および西日本区理事に連絡することとした。 

今期の評価と反省及び改善すべき事がら 

例会の時間厳守が出来たことは良かった。 

大谷会長のもと一致団結してよくまとまったと思う。 

各事業委員長の次期への引継ぎが必要です。 

特定の方に偏らず、多くの方が役割を分担すること 

月２６日（日） 

芳澤、尾北、杉村、メネット数名 

（今後さらに募っていく。） 

１３：００～１５：００  

１５：３０～１７：３０ 

新、現評議会メンバー合同懇親会  

１８：００～２０：００ 

会費 6,000 円  

芳澤、正野、望月、大谷、横田、丸尾 

６月１１日（土）～１２日（日） 

於：ウエスティン都ホテル京都 

伊藤・望月・丸尾・田中・横田・佐古・正野芳澤・ 

週間上演予定 

梅田ガーデンシネマ 

５. さくらんぼ申し込み  

連絡事項 

１. ６月３日（金）ブリテン印刷・発送

２. なごみ６月２５日（土）

南ＹＭＣＡライブラリーコンサート

       

5 月 21 日（土）3 時より

催されました。 

ライブラリーの会場にはコンサートファンが

こられており 午後のひと

とチェロの素晴らしい演奏

また 演奏者お二人の絶妙

した。お世話頂いたサウスクラブの

ございました。 
（参加者）芳澤・藤井・正野

望月コメット・大谷

 

大阪土佐堀クラブ６０周年記念事業

大阪ＹＭＣＡの大ホールにほぼ

れました。東日本大震災に

す。 

トークショーの久保田さんはミズノでバットを

の世界的なプロ職人です。

選手とイチロー選手のバット

た。バット作り一筋の職人

の凄さが舞台から客席まで

終了後、バットを自由に触

けられました。松井選手のバットは

も太く仕上げもニス仕上げで

ありました。又イチロー選手

比べると小さいのが、よく

塗り、繊細な感じです。野球音痴

人の打撃スタイルの違いが

た。 

最後の抽選会でメネットに

たりました。 写真は抽選会

河内クラブから、伊藤・新本

席されました。（編集部 

月報 
  6 月 20 日迄   

：大阪サウスクラブ 

日（金）ブリテン印刷・発送 

２５日（土） 

南ＹＭＣＡライブラリーコンサート 
       大谷美佐子記 

より河内ワイズの共催で開

にはコンサートファンが沢山

のひと時を優雅にファゴット

演奏を聞き入っていました。

絶妙な会話も楽しいもので

いたサウスクラブの皆様有り難う

正野・伊藤メ・中野メ・栢本さん 

大谷 

 

 

 

 

フ ァ ゴ ッ ト 奏 者 

片寄伸也さん 

チェロ奏者  

崎元蘭奈さんと共

に 

 

周年記念事業 ５/２１（土） 

ホールにほぼ満席状態で始めら

に対する思いを入れた会で

さんはミズノでバットを作り

。大リーグで活躍する松井

のバット持参でお話をされまし

職人としての心構えや探求心

まで伝わってきました。会の

触れる（振れる）機会が設

のバットは大きくグリップ

げで木目のあり素朴な感が

選手のバットは小ぶりで、

よく分かりました。細身で黒

野球音痴の私ですが、お二

いが現れている様に思いまし

 

音楽タイムはピアノ

奏者の軽快なトーク

で篠笛と斬新なニュ

ー日本舞踊で楽しみ

ました。  

 

でメネットに猪瀬さんの絵はがきが当

抽選会です。（望月 記） 

新本・佐古・望月夫妻が列

 調べ） 
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２０１１年第１５回らくらく車椅子登山評価会報告 
実行委員長 丸尾欽造 

日時  2011 年 4 月 24 日（日） １５：３０～１６：３０ 
場所  サンホーム 1 階 ロビー 
出席者 ワイズ 丸尾、芳澤、宮本、横田、正野、藤井、望月、畠平、加藤、中野 
    スタッフ 尾北、秋山、山口、田中、鈴木、川合  
実施状況 天候 晴れ 参加者総数 １４４名、内車椅子参加者 20 名（内徒歩 4 名） 
                   

1. 車椅子参加者にとって充実感に満ちたものと思いましたか 
 ・地域包括のスタッフから、「楽しかった。来年も参加できるよう頑張ろうと思った。」との 
  参加者の声があったとの報告があった。 
2. スケジュールの面で問題はなかったでしょうか 
 ・余裕があったのが良かった。 
 ・徒歩の方を先にしたほうが良かったのでは。 
3. 参加者の数についてどう思われますか 
 ・車の手配、ボランティアの確保を考えてもこの人数が限界である。 
 
4. 安全面で問題のあるケースがありましたか 
 ・特になし。段差もうまくクリアーしていた。ただし、各担当介護スタッフに確認する必要がある。 
 
5. 集合から出発までの流れは円滑だったでしょうか 
 ・車椅子の乗車がスムーズであった。昨年の反省から乗車順位も決めていたのが良かった。 
 ・集合時間の明示が必要。（ボランティア・参加者） 
6. 参加者の方から意見や提言などを聞かれたことがありましたか.  
・リッツカールトン総支配人・料理長からの申し出。「厨房を使用できれば暖かい食事の提供に協力でき

る。」⇒ サンホーム側に確認する必要がある。 
 
7. 準備の過程で改善が必要と気付かれた部分がありましたでしょうか 
 ・配車グループと車椅子グループは一緒の方が良いか？ ⇒ （結論）別でもかまわない。 
  
8. 休憩時間は適切だったでしょうか 
 ・風が強く、寒かったので、今回は時間を短縮した。それでも車椅子の方には限界であった。 
  今後も休憩時間は短縮しても良いのでは。 
9. 実施時期は現状でいいでしょうか 

・5 月末や秋開催（寒さのため）、4 月末（この時期でも暑い日があった）などの意見もあったが、次期は

サンホーム、ワイズで再検討し、秋にでも決定してはどうか。 
10. その他、特にご意見があれば 
 ・防寒対策・・・ ひざ掛け、手袋、レジャーポット４L など 
       特養は準備していたが、デイ、一般参加者分が不足していた。予備の準備必要。 

・ 公用車 2 台の有効利用が必要では。（救助・弁当配送用、ごみ処理用など） 
・ センターハウス利用について一部外部の登山者から YMCA が占有しているとの声があった。 

⇒ 丁寧に声かけすることで理解を得るよう努める。 
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東ＹＭＣＡ 

   リーダー通信 
 

①東ＹＭＣＡユースリーダー宣言！！ 
 ユースボランティアリーダーは月に１回「全体

リーダー会」を実施しています。５月はメンバー

に対して「どんな人に育ってほしいか？」と「ど

んなリーダーになりたいか？」宣言を書き、現在

事務所奥にある壁に貼っています。一度ご覧くだ

さい。 
②高校生ボランティアリーダー誕生！！ 
 大阪商業大学付属高校２年生の三好蘭さんが、

体育ボランティアリーダーとして金曜日の八戸ノ

里小学生体育クラスのリーダーとして活躍中です。

弟の迅（じん）くんは３月までサッカークラスの

キャプテンとして活躍し、毎年らくらく登山にも

家族ぐるみで参加いただいておりました。金曜日

に来館なさったときに、ぜひ声をかけてあげてく

ださい。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

１、 大掃除デー（6 月 26 日（日）１０：００

～１３：００） 
恒例の東 YMCA・サンホーム会館の大掃

除デーを予定しています。会員、ボランテ

ィア、利用者ご家族・近隣中高生・スタッ

フが一緒に汗を流して、心地よく会館が使

用できるよういたしましょう！ 
＊雑巾が不足しています！！家に余っている 
タオル等ありましたら、お持ちください。 

２、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） ７月３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。外出先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。参加者の笑顔が楽しみ

です。 

投  稿 

懺悔・・この一年を振り返って・・ 
望月 強 

 多少なりとも商売で身を立てている者にとって

経済の行方は心配です。平素から本を読む習慣が

ありませんが、心配のあまり経済関係の本を読み

ますと、先人の教訓に目がとまりました。 

 事業の進歩発展に最も害するものは、青年の過

失ではなくて、老人の跋扈である。 

 

跋扈（ばっこ）「跋」は踏む意。「扈」は魚をと

る竹籠。魚が籠にはいらず、勝手気ままに跳ね踊

るさまを言うようです。 

 

この言葉を残した伊庭貞剛（いば ていごう）

は住友財閥の創世期の総支配人を務めた人です。 

 我が社は小さな会社ですが１０年も前に社長を

退きました。それでも長年の身についた癖で、あ

れこれと口を出し、勝手気ままに行動しています。

先行き不透明な経済環境でこれではいけないと反

省しています。 

 会社のことはさておき、この１年を振り返って、

我がクラブライフを見つめると、会計とは名ばか

りで、藤井会計に実務を押しつけ、その職務を放

り出して、勝手気ままに行動している自分を見つ

けました。 

３５周年のロシアとの交流においても事情を飲

み込めないうちに委員長を引き受け、皆さまにご

迷惑をかけることになりました。そして又しても、

済州クラブ 30 周年記念の済州クラブ訪問、頼ま

れもしないのにしゃしゃり出て、添乗員気取りで、

行動している。正に老人の跋扈である。深く反省

しているところです。 

 今後、河内クラブを進歩発展する為には青年に

多くの事柄に失敗を恐れずチャレンジしてもらい、

老人は跋扈を慎まなくてはいけないと思います。 

 私が勝手気ままな事をすれば、一言私に「跋扈

していませんか」と声をかけて下さい。それでも

聞き入れないときは「退場」と言って下さい。 

 

 懺悔からお願いになってしまった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３６期クラブ役員・事業委員のみなさま 

      ご奉仕ありがとうございました 

編集室より高原の涼風を送ります。 
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 「全面広告」 
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HAPPY BIRTH DAY  6 月   WEDDING ANNIVERSARY 

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  
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  評価・計画 
 

すべての事業について評価される結果を残し、更なる発展を次期にゆだねる。 

一年間の事業活動内容を提出し、その評価を得る。 仁科 保雄 理事 

                                  

                                                                                                                     
                                                              
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               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 昇 会計：望月 強・藤井敬子  

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   東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 
    ホームページ http://kawachi-ys.org/ 

66 月月－－77 月月のの予予定定  
  

66 月月            
３３日日（（金金））ブブリリテテンン印印刷刷・・発発送送  

１１１１日日・・１１２２日日  西西日日本本区区大大会会  京京都都  

１１６６日日（（木木））例会 サンホーム 

１８日（土）第４回評議会・第１回評議会・新旧懇親会 

２３日（木）役員会 サンホーム  

２２５５日日（（土土））ななごごみみ  

２２６６日日（（日日））ササンンホホーームム大大掃掃除除  

Wind From Kawachi  ★10～11 年度、最後の月である。各事業の評価・総括が行われ、新たな計画に

向けて活発に行動が起こされている。滞ることなく流れ続けるかぎり水の流れと同様、腐敗や沈滞は起こら

ない。我がクラブは、その点、正しく機能していると思う。“引き継ぎ”が正しく行われているかは分から

ない、と言うか、ブリテン子の範ちゅうではないと思うが故に 確認していない。そして思うらくは、引き

継ぎが事務的な事で有れば、ほぼ間違いなく行われてきた。それは事業が破たんなく継続していることで明

らかである。こう書きながら、これが私の最後のコラムであるから是非伝えたい思いをどう書くか、迷って

いる。 今号は通算４２８号である。３５年８ヶ月、この間に関わってきた編集者たちのブリテンにかける

思い、（精神と言っても良い）は営々と引き継がれてきた。手元にある資料（バックナンバー）からそれは

重く感じ取れる。 私が引き継いだ時、良く読まれるために為されてきた工夫をさらに凝らす事だと決めた。 

そして今、２年９ヶ月の間にある程度達成できたと自負している。良きに付け、悪しきに付けブリテンから

送りだした風に反響し確かな手ごたえを感じ勇気を頂いた。“引き継ぎ”で重要な点はその精神が引き継が

れていく事ではないだろうか？様々な企画があり継承されて行く中で、何かをプラスし、何かを省略する事

で惰性に陥ることなく（マンネリ化せず）継続される事の重要性はこの欄ででも何度か述べた。ニーチェの

「脱皮しない蛇は死ぬ」の言葉に再会したのもつい最近の事である（2010・11 月報）。 

直前編集子（故初田 Y’s）との深い交わりの中で、特に末期には病床の傍らで、様々なスキルも伝授された。

その技術を伝える事は後任の思い次第である。嘗て、ガリバン刷りででも・・と言った豪傑もいた。それは

まぁ、どうかと思うが・・・出来る方法で発行すればよい。願わくば この精神が引き継がれん事を・・・・ 

I will come back someday.                          編集子 

77 月月  

１１日日（（金金））ブブリリテテンン印印刷刷・・発発送送（（予予定定））  

１１６６～～１１７７日日  第第１１回回区区役役員員会会  

１１８８日日（（月月））安安全全のの日日  

２２１１日日（（木木））例会 サンホーム 

２８日（木）役員会 サンホーム  

３３００日日（（土土））ななごごみみ  予予定定  
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