
 

２０２１～２０２２年度   

国  際  会  長    Kim Sanche キム・サンチェ（韓国） 

           主題 「世界とともにワイズメン」 

アジア太平洋地域会長    大野 勉（神戸ポート） 

主題 「100 年を超えて変革しよう」  

西日本区理事   新山 兼司 (京都トップス) 

主題 「未来への挑戦」 

中 西 部 部 長    牟 大盛（大阪クラブ） 

          主題 「隣人愛を実践しよう！」 

 

 
ク ラ ブ 役 員 

会 長 森本 榮三 

副会長 萩原 義明 

書 記 伊藤 正尚 

会 計 栗田 達夫 

会計監査 西田 隆郎 

直前会長 西野 陽一 

担当主事 秋山 健二 

 

 

【今月の聖句】 

彼は希望するすべもなかったときに、なお

も望みを抱いて、信じ、「あなたの子孫はこの

ようにある」と言われたとおりに、多くの民

の父となりました。 

ローマの信徒への手紙 4 章 18 節 

【選者のことば】 

３月の礼拝は子ども達と一緒に、東日本大

震災で被災された方々に祈りを捧げました。

震災の怖さや、亡くなられた方々のこと、今

でも深い悲しみの中にある方々のこと、傷つ

いた方々のこと、助けてくださった方々のこ

と、未来に向かって立ち上がり、頑張ってお

られる方々のこと、そして、お互いが支え合

った思いやりの心を伝えてゆく責任が、私た

ちは大人にはあると思っています。 

             (秋山健二) 

 

 

                     

 

４月行事予定 

 

  国際統一事業、マラリア撲滅にご理解、

ご協力、ご支援をお願いします。 

 

   河原 正浩 地域奉仕・環境事業主任 

(京都トップス) 

 

月 日 曜日 行    事 

４/９ 土 
ＹＹＹフォーラム 

 大阪ＹＭＣＡ会館 

４/12 火 
高槻・茨木合同例会 

茨木市福祉文化会館 

４/20 水 
役員会  

豊都ビル３F 

３ 

月

例

会 

在 籍    11 名 

広 義      1 名 

出 席     7 名 

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ    1 名 

ﾒﾈｯﾄ   0 名 

ｺﾒｯﾄ    0 名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  2 名 

ｹﾞｽﾄ   0 名 

３

月

度 

 

ニコニコ 

３月    0 円 

 

累計  8,000 円 

ファンド 

３月       0 円 

 

累計  10,000 円 

Ｂ  Ｆ 

切手  0pt 

現金  0pt 

累計  0円 

例会出席率    80％ 

４月 ＲＢＭの月 

 

会長主題：「生まれ変わろう大阪高槻クラブ」  森本 榮三 

 

2022  4 
 

 



 2         大阪高槻ワイズメンズクラブ ブリテン ４月号         第 497 号 

 

 

 

私が高槻ワイズに入会したのは、高槻ワイ

ズがチャーターして５年目（1986 年）でした。 

その年には当時まだ東西に分かれてなく、日

本区大会をホストクラブとして中之島公会

堂で開催されました。無事に終了した時に、

先輩方に引っ張られ何を如何したか覚えて

おりません。 

当時活動拠点として高槻ＹＭＣＡ会館が

あり、バザーでの飲食販売での手伝い，クリ

スマス例会での華やかに外国講師のダンス、

お化け屋敷での子供の笑い声等今でも思い

浮かべます。活動として高槻まつりでの販

売・十勝じゃがいもファンド等良く活動した

思い出。 

月日は経ち入会して 35 年間で会長職３回、

中西部会計２回、経験させて頂きましたが未

だ活動の良し悪しが解らない自分に歯がゆ

い思いですが、多くの先輩達に支えられいろ

いろの知識・鞭撻にあい 74 歳の人生を歩ま

せて頂きました。 

入会当時は 50 数名程の会員を誇った高槻

ワイズも現在 11 名（不在会員 3 名）平均年齢

が 78.9 歳となり高齢化に歯止めが掛らず、

活動に体力が付いていけない現状で今回、40

年を区切りに高槻ワイズ解散を今は亡き先

輩方はどのように思わられているか？断腸

の思いで決断された皆様に敬意を表します。

またクラブが解散しても個々のつながりは

強く、月１回・２ヶ月に 1 回でも食事会等で

会える様にしたいと思います。 

只、多くのワイズと共にしてきた思い出は

必ず後の人生に役立つと思っています。 

40 年の歴史に感謝また有り難うございま

した。 

「ワイズメンズクラブというクラブがあ

るんだけど入ってみない？」と当時洛中クラ

ブ在籍の会社の先輩から案内されたのが始

まりでした。その頃漠然と一つくらいは何か

しらの団体に入ろうかなと思っていた私は

「とりあえず考えてみます」と言ったところ、

すぐに高槻クラブのＥＭＣ担当のメンバー

を紹介され面談となりました。説明を受け

「３回出席した後で入会になるよ」と言われ、

とりあえず３回出席。そしてそのまま入会と、

深く考えることもなく実に安易？な入会と

なりました。それがよく 26 年持ったもので

す。 

 最初にゲストとして出席したのが８月の

納涼例会。当時はメンバーも 30 名を超えて

おり、平均年齢も当然ながら今より 26 歳若

く、メネットさんも参加し、とても活気があ

り楽しそうな会だなというのがその時の第

一印象でした。 

 一方でワイズソング斉唱の時「手を上げ誓

い新たに」のところで全員が片手を上げ歌う

ところでは非常に怪しげなものを感じ、「こ

の会大丈夫かな？」と感じたのも今でもよく

覚えています。ちなみに私がゲスト等を招い

たりする時は驚かれたり誤解を招かないよ

うに、このようなセレモニーがあることは必

ず説明していました(笑）。 

 入会後は２回の会長を始め色々な役をさ

せていただきましたが、Ｙサと地域奉仕担当

がメインだったように思います。高槻クラブ

では地元に YMCA があり、地域奉仕事業が多

く高槻まつりなどのイベントにも関わり地

域密着での活動ができたことはいい思い出

となっています。それともう一つ楽しかった

のが番外編の活動。役員会後の飲み会、中西

部評議会後の飲み会、周年事業実行委員会後

の飲み会、etc、よく飲みに行きました(笑)。

それ以外にもゴルフに行ったりハイキング

に行ったり何やかやと遊びの話は直ぐにま

とまりました。 

 このような充実したクラブライフを楽し

ませてもらった高槻クラブでしたが、残念な

がら今期をもって解散となります。これもひ

とえに会員拡大、世代交代ができなかったこ

とに尽きます。私が入会した時最年少でした

が、26 年経っても状況は変わらず、平均年齢

が上がるばかりでした。また高槻クラブがサ

ポートすべきＹＭＣＡも高槻の地からなく

なり、疲弊し衰退してきています。高槻クラ

ブも実質的に 1 代限りで解散になるのも自然 

高槻ワイズ 40 年の思い出        栗田 達夫 

2 月例会の恒例になっている切手切りの作業を   

あま保育園を会場にして昨年から実施しているが、コロナ禍で  

長年にわたっての継続プログラマが途切れました。  

又、部の行事やＹMCA の活動、地域の事業も中止が多く  

様々な交流が少なくなり、コロナによる奉仕活動被害の  

大きさを痛感します、結果、家にいる時間が多くなりました  

そんな中で、ＹS のＲOSTER をパラパラとめくるうち、  

区のクラブメンバーのアドレスの中の知人、友人らの名前を  

見つけて懐かしんでおりましす。  

ROSTER アドレスの中にはメンバーの方の誕生日が記されてい  

ので、自分と同じ誕生日の方は何人おられるかな？  

自分と同じ名の人は？  一番多い名は？  いま TV 番組に  

なっている珍名さんはおられて、どんなお名前かな？等々  

北から南へ１ページづつめくってゆくと、同じ誕生日は中々  

おられないものです。  

最終数は掲載の、メン・メネット合わせて 8 人でメネット４人、  

メン４人、年齢はバラバラでした。他には生年月日が全く  

同じの方がおられたり、年月日で数字のゴロ合わせ出来たり、  

それなりに持て余す時間を楽しく ROSTER で時を過ごしました。  

苗字では日本のベスト１０内にある中村、田中、山本さんが  

ベスト３でした。  

難読のお名前は流石に難しく、今まで見たことのないお名前の  

方がおられ、ローマ字で書が記されてなければ、読めないな～と  

ローマ字の大切さを知りました。  

高槻クラブ在籍２６年を振り返って       河戸 宏往 
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の流れなのかもしれません。個人的にも還暦

の年に解散となり、人生の一区切りの一つと

も思っています。 

 高槻クラブは解散しますがワイズメンズ

クラブは続きます。元気なクラブもあれば解 

 

違いは何なのでしょうか？「強い者、賢い者

が生き残るのではない。変化できるものが生

き残れるのだ」というダーウィンの名言があ

ります。この言葉を噛みしめながら最後の日

までクラブライフを全うしたいと思います。 

散予備軍のクラブもあることでしょう。この  

 

日時：3 月 16 日（水）18：30～ 

場所：豊都ビル 3 階 会議室 

出席：森本、伊藤、大谷、栗田、河戸、 

西野、萩原。 

【報告事項】 

1. ３月例会 ３月９日(水)18:30～20:00  

高槻阪急６階 多目的ホールにて 

メンバートーク：「高槻クラブの解散・ 

  その後に想う」一人５分で発言 

  出席者：森本会長、伊藤、栗田、河戸、

中浜、西野、萩原  

  ﾋﾞｼﾞﾀｰ：清水真一中西部 EMC 事業主査、

藤井弥生(大阪なかのしま) 

              計９名  

2. 支援金など 

大阪 YMCA 留学生支援。送付済   

大阪ＹＭＣＡﾁｬﾘﾃｨﾗﾝ。送付済  

【協議事項】 

1.４月高槻・茨木合同例会  

日時：４月 12 日(火) 19:00～21:00 

       ホスト：大阪茨木クラブ 

  会場：茨木市福祉文化会館 

  内容：メンバースピーチ 

「ワイズ活動を振り返る」 

  参加者：７名予定 

 会費：1,200 円 

2．中西部ＹＹＹフォーラム  

日時：４月９日(土)14:00～16:00 

場所：大阪ＹＭＣＡ会館 10 階チャペル 

お話し：西日本区 Y ｻ･ﾕｰｽ事業主任 

河口裕亮さん(彦根シャトー）  

      高島クラブ会長 牧 賢範さん   

（元ﾕｰｽﾘｰﾀﾞｰ、元 YMCA 職員） 

参加者：森本会長、西野 

 

 

 

 

3．大阪ＹＭＣＡチャリティラン 

  日時：３月 20 日(日)10:00～14:00 

  場所：花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場 

  参加者：西野 

4.周年記念例会 

大阪長野クラブ 45 周年記念例会  

日時：４月２日(土)13:30～ 

会場：河内長野市立交流センター 

会費：無料 

  参加者：森本会長、森本メネット 

彦根シャトークラブ 40 周年記念例会 

日時：４月 23 日(土)16:30～ 

会場：エクシブ琵琶湖 １階  

ロイヤルレークホール  

会費：10,000 円 

参加者：森本会長、西野 

5. 第 25 回西日本区大会  

日時：６月 11 日(土)単日開催 

  場所：岡山国際ホテル 

  詳細：３月後半に申込書などの案内パン

フレットが届く予定。 

  参加者：森本会長、伊藤、（募集中） 

 

 

 

 

☆第 336 回早天祈祷会 

 日時：４月 15 日(金) 7:30～8:15  

 証し：山根 一毅さん（ユース事業部責任  

者補佐 グローバル事業グループ長） 

 会場： 大阪 YMCA 会館 10 階 チャペル 

 

※朝食会はございません。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、

中止の可能性があります。 

 

2022 年３月 役員会報告  

ＹＭＣＡニュース 
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 ３月の例会は 16 日(水)に高槻阪急６階の多目的

ホールで開かれました。この会場で例会を行うのは

昨年 11 月以来です。12 月はクリスマス例会を別会

場で、１月は中西部合同新年会を例会とし、２月例

会は中止となったからです。 

 ビジターとして、清水真一中西部ＥＭＣ主査、藤

井弥生さん(なかのしま)を迎えて、総勢９名の出席

でした。内容は「高槻クラブの解散・その後に思

う」と題したメンバースピーチでした。チャーター

メンバーからはクラブ創立時の様子が語られ、他の

メンバーからはそれぞれの入会の事情が聞かれまし

た。また、様々な活動の思い出とともに入会当初に

戸惑ったことなども話題となりまりました。 

今後については、ワイズを続けたいメンバーが

いる一方で、多くのメンバーはこれを区切りとする

ようです。ただ、これまで通り、月に 1 回は会いた

いという希望は全員が持っているようです。このよ

うなメンバーの仲の良さが高槻クラブの誇れるとこ

ろだと思います。しかし、外から見れば閉鎖的に感

じられ、新入会員が入りにくかった理由でもあると

思われます。 

16日(水)には役員会が開かれました。対面の役

員会は 12月以来です。ここ２年はコロナに翻弄さ

れ続けられていますが、解散まであと３回の例会と

役員会を何とか従来通りに行えることを祈っていま

す。 

20日(日)には、大阪ＹＭＣＡチャリティーラン

が行われました。昨年度は中止、今年度も当初は９

月の予定でしたが延期されていました。場所は以前

と同じ鶴見緑地ですが形式は大きく異なりました。

密集を避けるため、従来のように種目ごとに参加チ

ームが一斉にスタートすることはなく、10時から

12時の間に三々五々受付を済ませた上、それぞれ

が園内を歩く形式になりました。「チャリティーラ

ン」というよりも「チャリティーウォーク」といっ

た方が適当なイベントでした。 

 

***** たかつきあま保育園便り***** 

 

心地よい日の光や風、園庭の木々の新芽など自

然は静かに春の訪れを伝えてくれます。 

去る３月 21 日（月）にはＹＭＣＡたかつきあま

保育園は第８回卒園式を執り行い、13名の卒園児

を喜びを持って送り出すことが出来ました。卒園式

はほし組の子ども達が歌のエールを贈り、緊張気味

の卒園児には大きな励ましとなったことと思いま

す。 

もうすぐ４月、進級するこども達もこの一年の

成長を糧とし、新たな出会いと成長に繋がることを

願っています。新年度も子ども達の持つ大きな可能

性と、生きる力を育んでいきたいと思います。 

 

３月の高槻クラブ                 西野陽一  

2 月例会の恒例になっている切手切りの作業を   

あま保育園を会場にして昨年から実施しているが、コロナ禍で  

長年にわたっての継続プログラマが途切れました。  

又、部の行事やＹMCA の活動、地域の事業も中止が多く  

様々な交流が少なくなり、コロナによる奉仕活動被害の  

大きさを痛感します、結果、家にいる時間が多くなりました  

そんな中で、ＹS のＲOSTER をパラパラとめくるうち、  

区のクラブメンバーのアドレスの中の知人、友人らの名前を  

見つけて懐かしんでおりましす。  

ROSTER アドレスの中にはメンバーの方の誕生日が記されてい  

ので、自分と同じ誕生日の方は何人おられるかな？  

自分と同じ名の人は？  一番多い名は？  いま TV 番組に  

なっている珍名さんはおられて、どんなお名前かな？等々  

北から南へ１ページづつめくってゆくと、同じ誕生日は中々  

おられないものです。  

最終数は掲載の、メン・メネット合わせて 8 人でメネット４人、  

メン４人、年齢はバラバラでした。他には生年月日が全く  

同じの方がおられたり、年月日で数字のゴロ合わせ出来たり、  

それなりに持て余す時間を楽しく ROSTER で時を過ごしました。  

苗字では日本のベスト１０内にある中村、田中、山本さんが  

ベスト３でした。  

難読のお名前は流石に難しく、今まで見たことのないお名前の  

方がおられ、ローマ字で書が記されてなければ、読めないな～と  

ローマ字の大切さを知りました。  

  

４月高槻・茨木合同例会プログラム 
 

2022 年４月 12 日(火) 19:00～21:00  於：茨木市福祉文化会館 203 号室   司会 清水真一    

 

 

1 開会点鐘・会長挨拶    野田会長 

2 ワイズソング清聴       一  同    

3 ゲスト・ビジター紹介   両 会 長    

4 聖句朗読           浜 野 君     

5 誕生日･結婚記念日祝い  両 会 長 

6 インフォメーション      書 記 他            

7 食前感謝     

8 会食           一  同 

9  プログラム 

「ワイズ活動を振り返る」 

 

  

10  ニコニコファンド       

11 ＹＭＣＡの歌清聴         一  同 

12 閉会宣言・点鐘         森本会長 

 

＜お誕生日おめでとう＞ 

今月はありません 

＜結婚記念日おめでとう＞ 

 今月はありません 

 


