
 
 
 
 

 

 

 

２００３年９月報    Vol ３３６ 
 

２００３～２００４年度【標 語】 

クラブ標 語「能力（ちから）を出しきって達成感をもとう」 田中惟介 
阪和部標語「All for One、 One for All」－皆は一人の為に 一人は皆の為に 杉浦 英（奈良クラブ） 
西日本区標語「Serve as a bridge for the future」 未来に架ける橋    大野嘉宏（京都パレスクラブ） 
アジア標 語「New thinking New action」新たな思考で新たな行動を  Chung Yung hwan  (KOREA) 
国 際 標 語「Be Agents of Change」－to meet the emerging challenges －  Jacob cherian (INDIA) 

「変革の担い手となろう」－押し寄せる挑戦に応えるために－ 
メネット標語「未来に繋ぐために」…あらためてメネット事業って何？  畑本久仁枝（京都トゥービー） 

 
【今月の聖句】  ルカによる福音書  １７章２１節 
神の国が来る「神の国は、見える形では来ない。『ここにある』『あそこにある』と言えるものでもない。実に、

神の国はあなたがたの間にあるのだ。」 
 

納涼例会を終えて、 さあ・・・ 
                            会長 田中惟介 

 

約７０名の集いは多くの出会いと発見の場になった。ワイズメンズク

ラブって何？ と格調高く概説していただいた事は 従来 折角例会に

招待しておきながら欠けていた 広報の基本であると思うし 聖句朗読

においても８月終戦の月につなぎ、思いを述べていただいた点も若者た

ちへのメッセージとして時宜をえたものであったと思う。ただいずれも

長すぎる。私の出番が無いではないか。と言いながら内心はほくほくし

ているのだ。プログラムの企画から進行まで全ての点でメンバーの総力

を挙げて取り組んでいただいたことに手応えが感じられ 秋以降のクラ

ブ運営に はずみをつけるボードにしようと思う。多くの行事が続きます、皆さん しっかりと

クラブの足元を固めるために 河内に縁を結ぶ人たちの輪を広げる機会にして頂きますよう努

めてください。 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ４０名 ８月度ＢＦポイント Ｙサテレカ にこにこファンド 
広義＆メネット会員 ２名 メネット＆コメット ７名 現金 ０円 ８月分 ８月分 
会 員 出 席 者 １４名 例 会 出 席 者 ６１名 累計 ０円 ０枚 ０円 
メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 ８名 切手 ０pt 累    計 累    計 
８ 月 の 出 席 率 ８０.0％ ８ 月 の 全 出 席 者 ６９名 累計 ０pt ０枚 27,715 円 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

 

第２９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:田中 惟介 副会長:初田 稔・藤井 敬子 書 記:増石 広之・横田 憲子 会 計:佐古 至弘・笹川 桂子 

メネット会長:田中 加代子 直前会長:正野 忠之 連絡主事:宮本 修司 

 

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 

大阪河内クラブホームページアドレス      http：//www．Kisweb.ne.jp/kawachi-ys/ 
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  ８月例会報告   
２００３年８月３１日（日）１４:００～１７:３0 

― サンホーム 6 階 －               記録 初田 稔 

   

出席者(敬称略) 

 

メン 岩坂・佐古・横田・箕浦・伊藤・田中・嶌岡・ 
新本・望月・丸尾・初田・中野・山内・宮本・ 

メネット 田中・初田・望月・新本・伊藤・丸尾・山内 
ゲスト&ヴィジター 恵美奈博光・富紀子・佐藤佐恵

子・池田真大・矢野成悟・脇本卓美・小瀬弘之・中

出順子・竹菱恭世・渡邊諭・清水真巳子・池永聡志・

松岡佑将・中西喬子・北埜浩子・大岡育世・白水美

穂・久保千咲・相原洋・大西清也・尾北昇・荒賀め

ぐみ・清家球平・宮原学・川良昌宏・岡田つね・石

井圭子・前田節子・竿文子・大島喜子・藤井弘美・

永山和子・門間祐子・高橋久美子・菅秀晃・月川智

宏・大塚由美・中久木・横田充宏・東良学 

何をたべようかな？ 

 

以上 ６１名 
    

 ８月例会は新本君の司会

で始まった。例月と違い、最

終日曜日でメンバーには

色々と都合があったのかメ

ンバーの参加者が非常に少

なかったのが残念でした。 

ハニースマイルズの演奏 

 

田中会長より、「本日は納

涼例会でお酒が入りますの

で、車で来られた方は飲まないか、飲んだら酔いが

醒めるまで車の運転はしないように」との注意があ

りました。 

私たちがハニースマイルズです 
 

 

 一部の例会は瞬く間に終わり、お待ちかねの食事

と本日のメインエベント「ハニースマイルズ」の生

演奏が始まりました。恵美奈さんの軽妙な司会と歌

と演奏で会場は大変盛り上がり、大きな声で合唱し

ました。 
 最後は恒例のミニオークション。嶌岡君や宮本君、

もう一人は中久木さんかな？。上手に値を吊り上げ

たり吊り下げたり、楽しいひと時でした。 
ハワイアンのメロディーに浮かれて 
 

 

 

 

       自然に体が動いてしまうわね。 
 

 

第１部はまじめな例会 

 

 
さあ！食べましょう 恵美奈さん 有難うございました。 

 
－２－ 
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さあ！安いよ 誰か買ってくださいよ 

 

 
さて、何を買いましょう。１ 

 

 
さて、何を買いましょう。２ 

 

   
何故か馬とＥＴが・・・・・・・・？ 

 

 
わしがプロのオークショナーです。 

 

 
えへへ・・・ゲットしました。 

誰かのスネをかじってゲット。云ってみるもんだ。 

 

オークション売上集計表 
提供者 商品名 落札者 落札金額 

望月 ワイン リーダー ８００ 

大藪 熱帯魚 田中 １５００ 

伊藤 公式ボール 二人 １０００ 

伊藤 抱き枕 初田 １０００ 

山内 すだち １０人 ３０００ 

大藪 体温計 望月 ２０００ 

大藪 コニャック 初田 ２５００ 

横田 コニャック リーダー ２６００ 

大藪 焼酎 中野 ４５００ 

横田 ワイン ゲスト ８００ 

中野 ワイン 田中 １０００ 

中野 ワイン ゲスト ７００ 

横田 紅茶 新本 １６００ 

嶌岡 海苔 二人 ３０００ 

新本 海苔 初田 ２５００ 

新本 椎茸 伊藤 １８００ 

笹川 ハンカチ １０人 ２５００ 

岩坂 野外チェアー リーダー ２５００ 

佐古 ラジオ 山本 ２２００ 

増石 懐中電灯 リーダー １０５０ 

箕浦 うなぎ ３人 ３０００ 

横田 山崎 奈良漬 田中 ３３００ 

横田 土井 柴漬け 望月 ２０００ 

丸尾 野菜・素麺 東 ２０００ 

初田 素麺 田中 １５００ 

初田 ビール 望月 ２０００ 

藤井 ビニールプール リーダー １０００ 

大藪 コーヒー 岩坂 ２５０ 

 ジュース ８人 ８００ 

 そばつゆ ４人 ８００ 

 ラン ３人 ４００ 

合計   ５５６００ 

 

たくさんのお買い上げに感謝いたします。 
（提供者で記載漏れがあればお許し下さい。） 

－３－ 
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Interview on welcome party 
２００３年８月３１日 

 
例会にゲストでご出席下さった方々の中からご紹

介を兼ねて数名の方に簡単なインタビューをさせ

ていただきました。（敬称略） 取材・丸尾欽造 
 

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 
 

村田キミコ（サンホーム・ボランティア、御厨南自治会婦人

部長）：御厨南自治会の婦人部から参りました。週一

回サンホームのボランティアをいたしております。
（お名前の仮名書きをお許し下さい）                                         

荒賀めぐみ（サンホーム・スタッフ）：初めて参加いた

しましたが大変な盛り上がりで楽しかったです。サ

ンホームのボランティアの方が参加くださったの

で大変よかったのとワイズの説明をいただいたの

でとてもよかったと思います。 
清水真巳子（リーダー）：今年のリーダーは二年目が

多くてがんばっておられます。 
池永聡志（アドベンチャークラブ・リーダー）：この夏は

阿南海洋センターへの機会が多かった。子どもたち

との関わりがよかった。 
池田真大（サンホーム・スタッフ）：専門学校がＹＭＣ

Ａだったことからここへ。ホームの皆さんは明るく

て僕たちが楽しませていただいております。 
川良昌宏（東ＹＭＣＡスタッフ）：今年は、長老の武田

さんが「みなとＹ」へ行き、平均年齢が下がりまし

た。宮本さん、脇本さん、菅さんで自転車操業を身

をもって感じています。そんな中でいろんなキャン

プができ誇りに思っています。 
田中加代子（メネット会長）：ようこそおいで下さいま

した。平均年齢が上がっていますがリーダーの方々

はどうぞご両親にも宣伝して下さい。 
中出順子（野外活動わんぱくクラブ・リーダー）：今日はた

くさんの方と一緒に交流できたことがとても楽し

かった！ 
白水美穂（ボランティア・ワーカー）：サンホームでお世

話している方々から昔のお話や歌など教えていた

だくことがあります。「神様は前にしかおられない

からあとで後悔しても遅い」と教えて下さいました。

楽しくやらせていただいております。 
大西清也（サンホーム・ボランティア）：ディサービスセ

ンターに毎週一回ボランティアできています。半分

は自分の健康のためでもあり、元気な間にできるこ

とはさせていただきたいと思っています。親戚にも

老人が増えてきますのでいい勉強になっています。

（例会にも是非ご参加くださいませんか？ ）ええ、是非と

も。 
石井圭子（サンホーム・ボランティア）：毎週一回、月曜

日に喫茶コーナーにきています。入居者の方は明る

い方ばかりです。今日は楽しかったです。 
佐藤佐恵子（楽団・ハニースマイルス）：河内クラブには

初めてですが、和気藹々でいいですね。お琴で洋楽

と合わすのは今回で二回目なのです。楽しく演奏さ

せていただきました。 
大野恭裕（ウエルネス研修生・サッカーリーダー）：（音楽に

あわせてのパフォーマンスに会場は拍手喝采、やるじゃん）川

良さんにやらされました。彼に逆らったらしばかれ

るんで、へぇへぇへー。（今日の印象は？）皆さんいい

人ばかりやし人生経験豊富な方々ばかりでめっち

ゃ楽しいです。忙しいですけどまた寄せてもらいま

す。 
恵美奈博光（楽団ハニースマイルス、大阪サウス）：私たち

自身が楽しいひとときを与えられてありがとうご

ざいました。（いい演奏でしたねぇ？） 
病気をしたことで神様が私にすばらしい賜物を与

えてくださったと思って感謝しています。 
大島喜子（東Ｙ・ウエルネス）：（今日のご感想は？）すご

い楽しかったです。河内クラブへは初めて出席させ

ていただきました。６階でウエルネスの受付をいた

しております。 

永山和子（東ＹＭＣＡ）：年齢幅のあるギャップがと

てもよくて楽しかったです。ワイズの方がどんな活

動をされているのか今日初めて知りました。 
（ワイズの人たちはお父さんの年齢ぐらいでしようかね？）い

やーもっと若いです。みなさんと一緒にまたこんな

機会がもてればいいなと思います。 
村上加奈太（サッカーリーダー）：楽しく時間をすごさ

せていただきました。ワイズの人たちはいい意味で

人生を楽しんでおられると思いました。 
横江香津子（サッカーリーダー）：とても楽しかったで

す。ワイズの人たちも楽しそうにしてはりますね。

（お住まいはどちら？）堺です。（堺にもクラブがありますし、

お父さんもご一緒にＹＭＣＡにこられては？）誘ってみます。

ありがとうございました。 
東 良學（大阪サウス）：家内の東正美は和歌山クラ

ブのメネットナイトに出席のため来れませず、残念

がっていました。田中さんのキックオフから２ヶ月

目ということで出席させていただきました。恵美奈

さんはサウスの時よりよかったようで、全体の雰囲

気を見られて盛り上がったようです。 
菅 秀晃（東Ｙ・サッカー）：（オークションのチェアーとプ

ールをゲットして、よかったね！）感謝しています。イス

はまた例会で使えたらと思っていたのです。プール

は幼稚園に入る前の子ども達が入りますので、また

よろしくお願いします。 
渡辺 諭（幼児冒険クラブ・リーダー）：（オークションの時

計をノーペイでゲットして）驚きました。シンプルで、

すごいきれいな時計です。ありがとうございます。

とても楽しかったです。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
本日は丸尾欽造君が担当しました。 

（完） 

－４－ 
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２９期 第３回役員会報告  

２００３年８月２１日（木） 東ＹＭＣＡ 

“能力（ちから）を出しきって達成感をもとう” 

日本区強調月間 Menette 

 

出席者 

初田・望月・中野・佐古・横田・増石・正野・田中 

 

9 月例会  

9 月 18 日（木）・サンホーム 

     担当；A グループ 

中野・大藪・佐古・嶌岡・丸尾・望月 

プログラム  

ゲストスピーチ 中西孝典氏 

  “すぐに役立つ救命救急措置・あれこれ”    

９月例会役割分担 

 司会    中野   聖句朗読  佐古 

 食事手配  嶌岡   食膳感謝  佐古 

 ニコニコ  丸尾＆指名メネット 

１０月ブリテン原稿 

 役員会報告       田中惟介  

例会報告        中野義彦 

 Ｙニュース       宮本修司     

サンホームニュース    嶌岡正明 

 メネットコラム    大藪メネット 

 にこにこ語録      丸尾欽造 

 

審議事項・連絡事項 

●８月例会の詳細検討 人数確認 

●前期区費納入 8/31 まで会計処理 

●チャリティーラン 2003 第１回実行委員会  

９月８日（月）土佐堀 中野・増石・山口 

●和歌山 メネット会 8/31 会長名で返信 

●阪和部会出席者確認 登録は 9/3 まで 

●ジャガイモ状況と発注量 例年通り 10ton 

天候次第で発送日を調整してもらう。 

●ＣＳ資金申請する。 役員会承認 

●メネット あぶらとり紙 ２０セット １部１０００円 

●ワイズ振興券の会計処理方 

●Ｙサ出席カード概説 

●ロビー展 素案作成 

●10 月例会卓話 版画家 井堂雅夫氏 

 

 

 

 

「活発な地域奉仕はクラブを鍛える」 
西日本区・地域奉仕事業研修会での感想 

                     

丸尾欽造 
       

   ①クラブ名 ②奉仕事業の名称 ③実施時期  

④事業の性格 a.経済的支援なのか  b.企画

運営型支援なのか c.人的支援なのか d.参
加型支援なのか など ⑤単年度のスポット

事業なのか継続的事業なのか ⑥メンバーが

主宰者にいるのか  
 ８月３日、厳しい暑さの京都へ。会場の「ひと・

まち交流館」は、市民の福祉ボランティアをはじめ

市民活動や活力ある長寿社会の実現や町づくりな

ど様々な分野のボランティア活動、ＮＰＯ活動など、

社会に貢献する市民の自発的な活動を推進・支援す

る拠点として京都市が今年完成したばかりの複合

施設であり、まさに「地域奉仕事業」の研修に格好

の場でありました。 
 参加者数は、名簿登録１３５名。西日本区から各

部の担当主査を含む役員、各クラブ会長あるいは委

員など、比較的多くの参加者数でしたが遠隔地の部

にはご負担のようでした。 
大野嘉宏区理事はご挨拶の中で、小堀憲助氏（中

大法学部教授）の奉仕理論を折り込みながらワイズ

活動へのヒントを与えられ、主管する大野信幸地域

奉仕事業主任は、情報開示を旨とするご挨拶と資料

として主任通信「ＣＳ活動は国際奉仕団体の水源で

ある」のメッセージと今年度の「事業方針・活動計

画」、「ＣＳ事業のおこり」「ＣＳ・ＴＯＦ・ＦＦの

実務」など準備され、意識の徹底と啓蒙に力点を置

かれていました。 
大阪センテニアルクラブから、昨年度、自主的な

地域奉仕活動として、アジアにおける米軍男性と地

域の女性の間に生まれたいわゆる「アメラジアン」

と呼ばれる子どもたちの問題に取り組まれたプロ

グラムについて報告されましたが、事業に取り組む

方法や心構えなどを伝える上で大きな意味をもつ

ものであり、これこそ研修会のもつ主旨からも出席

者に力を与えるものではなかったかと感じます。ク

ラブ内での意志決定から多額な資金調達をはじめ

とするあらゆる問題を克服され所期の使命を果た

された実績を、区としても大きく評価をされたこと

は周知の通りであります。 
本来、次期会長研修会やクラブ内引継事項として

既に担当者に伝達されているはずのＣＳ資金やＴ

ＯＦの達成目標額や事業資金の申請方法など、補足

的な説明ならともかく、やや主題としての「説明会」

になっていた印象もありました。研修会は、説明会

でないことを願えれば、と心の片隅で感じました。

そうした観点から、グループ討議で次のような考え

方を問いかけました。 
１． 各クラブでどのような地域活動が計画され実

施されようとしているのか「集約された情報」

の提供が必要ではないか。外部への広報活動も

重要ではあるが、区内に伝えることは不可欠で

あり、同種の事業をチエックできることで相互

の情報交換により問題解決や効率化をはじめ

共通意識が強化される。 
２． そこで一つの方法として、例えば、次のような

事項を項目枠に整理し、各クラブに配布しては

どうか。  

などであります。一度みんなで考えてみて下さいま

せんか。活発な地域奉仕がクラブを鍛え上げてゆく

のではないかというのが参加しての結論です。 
次年度も参加してみようと考えています。  



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００３年 ９月報 
 

 
 

 

 9 月 21 日（日）10 時～13 時「ＹＭＣＡサンホーム大掃除デー」 
    動きやすい服装でお越しください。(更衣室は準備しております) 
    お昼ごはん、飲み物は準備しています。 
    既に 8 月号ブリテン発送時に参加申込書を同封させていただいておりますが、 
    事前に参加をお知らせいただきますようお願いをいたします。 
    お電話でも結構ですので 13 日（土）までにご連絡ください。 
       06－6787－3733（サンホーム）06－6787－3232（東ＹＭＣＡ） 
       ＦＡＸ06－6787－3885（共通） 

 
10 月 12 日（日）第 3 回レインボークラブ 

    東大阪市在住の障害者の支援プログラムです。（クリスマス献金プログラム） 
    ご予定に入れていただきご参加ください。 
 
 

 
   

『この夏休みは、阿南で始まり、阿南で終わる』 
 

 
今年で 33 回目を迎える阿南長期キャンプ(9 泊 10 日)に参加しました。 
YMCA の実施するキャンプの中でも、レジデンスキャンプとして位置付けされ、

温故知新的に立ち返ってキャンプを見つめなおそうという動きの中実施されまし

た。 
9 泊 10 日の長いキャンプは、参加するメンバー（小学 4 年～高校生）にとって、

キャンプ集合時は緊張感でいっぱいでしたが、日を重ねるにつれて、自分の主張を

通そうとして年上のメンバーにたしなめられたりしながら、小学生のメンバーは高

校生に甘え、高校生のメンバーは弟のように小学生のメンバーをかわいがり、短いキャンプではなかな

か生まれない絆がこのキャンプでは生まれていました。 
私自身小学生の時に、母親の勧めで、一泊のキャンプに初めて参加する予定でしたが、

キャンプ当日の朝に、急な腹痛の為(行きたくなかったので仮病を使って・・・)欠席し

ました。 
そんな食わず嫌いだった？私が言うのも変ですが、このキャンプに参加した子ども達

が、家から離れて阿南の地で、初めて知り合う友達と海洋プログラムやセンターの目の

前にある無人島の野々島での生活などを通して、初めてあった時よりの成長していく

子ども達の楽しそうな姿を見ていると、「やっぱり行っといたらよかったかな？」とて

も羨ましく思いました(手前味噌ではございますが・・・) 
 

大阪東 YMCA 川良 昌宏 
 

 

 

ゲストスピーカー プロフィール 
 

中西孝典（なかにし こうすけ）氏 

“すぐに役立つ救命救急・あれこれ” 
 

昭和１９年７月１９日 船場に生まれ、天王寺中・天理高校・関学 商学部卒。昭和３４年 100ｍ平泳で中学新記

録。以降大学水泳部まで種々の記録を残す。在学中に救急救命資格を取得。現在 東大阪企画（株）代表取締

役の傍ら東大阪市体育指導委員協議会会長 他１５団体に所属し広くボランティア活動を実践しておられる。 

 

－６－ 



大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー  ２００３年 ９月報 
 
 

 
 
「河内クラブと私」 

岩坂 千種  
 
私は、ワイズ活動でそれ程熱心なメネットではな

いと自覚しています。主人の働きに協力するという

気分程度かも知れません。 
いま人生の高齢期に入った自分を振り返ってみ

ます。主婦として、また母親としての役割を終えて

も、年老いた母を抱える娘としての役割があり、ま

た、まとわりついてくる孫を含めて４世代の中で

日々を過ごしている自分を見つめてみます。 
 この年齢になってなお忙しさや生活の苦労や気

持の焦立から離れられないのはしんどい事です。で

も、それは人が自分を必要としている証拠だと思え

ば感謝すべきことだと考えることが出来るかも知

れません。 
 私にとってワイズは、とくにメネットの皆さんと

の語らいや学びや、遊びなどに参加することによっ

て気分転換や癒しのひとときが得られて、自分自身

を取り戻す時とゆとりを与えてくれる関係かなあ

と感謝しています。 
 新しい会長さんのアイデアと企画に期待してい

ます。 
 

 
 
 

阪和部メネット会長会報告 
２００３年８月９日（土）南ＹＭＣＡ 

 
     田中加代子 

８月９日（土）南Ｙにて 

西日本区メネット事業主任

をお迎えし 阪和部メネッ

ト会長会が開かれました。杉

浦メネット主査の司会でな

ごやかな自己紹介に始まり、

まず畑本主任のご挨拶。 

“ワイズは夫妻で社会参加

出来る所です。そしてメネット事業をメンに理解し

てもらうようメンの意識改革を・・”と歯切れの良

い口調で話されました。次に今年の国内プロジェク

ト「絵本作り大作戦」の生まれた経緯を話され、２

５年間 内戦が続いたアフガニスタンの子供達に

絵本を通じて愛を育てるために、この事業に取り組

んで行きたいと熱意を込められました。“この事業

のファンド商品としてあぶらとり紙が販売される

ので会員の協力を” と要請されました。３セット

が 1000 円で、１つはメン、１つはメネット残りの

１つはワイズに誘いたい友人にとの意図だそうで

す。とりあえず２０セット持ち帰っておりますので

河内クラブの皆様よろしくお願いします。続いて各

クラブの年間活動予定とメネット例会予定の発表

等があり、定刻の 2 時２０分につつがなく終了しま

した。 

 

 
熱を込めてお話をされる畑本メネット主任（右） 
本日の主催者の杉浦阪和部メネット主査（左） 

 
参加者のメネット会長たち ？・・・・・ 

 
遠藤西日本区広報主任もご臨席 

 
真剣なお顔の参加者たち 

 
 
 

メネット月間 各クラブの予定 
 

クラブ名 例会日時 場所 内   容 

和歌山 ８月３１日(日) 
18:00～20:00 

港御殿 
会館 

メネットナイ

トギター演奏

とお食事会 

奈良 ９月１３日(土) 
18:30～20:30 

奈良 
YMCA 

社会福祉法人 
施設長 
辻村友秀氏 

サウス 9 月 2 日(火) 
18:30～20:30 

大阪南 
YMCA 

手話通訳士 
磯崎布佐子氏 

河内 04 5 月 20 日(木) 
18:30～20:30 

YMCA 
サンホーム 

メネットの慰

労会を兼ねて 

長野 9 月 3 日(水) 
19:00～21:00 

河内長野 
みぎわ教会 

養護学級教諭 
川口純子先生 

泉北 11 月 25 日(火) 
18:45～20:45 

北山会計 
事務所 

バングラディ

シュ料理 

紀ノ川 9 月 13 日(土) 
18:30～21:00 

和歌山 
YMCA 

リーダの条件 
朝倉 慶氏 

サザン 10 月 18 日(土) 
18:00～20:00 

紀泉 
わいわい村 

介護 
花田 愛さん 

－７－ 
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増石 民子 １９？？年 ９月１９日生           結婚記念日の方はおられません 

   HAPPY BIRTH DAY           WEDDING ANNIVERSARY 

箕浦 泰之 １９４７年 ９月 ３日生 

岩坂 千種 １９？？年 ９月１３日生 

田中加代子 １９？？年 ９月２０日生 

新本 英二 １９３０年 ９月３０日生 

 
 西日本区通年強調目標 ＰＲ  

地域活動をする折には、ワイズのパンフレットも、自クラブ案内も配布するように心がけましょう。地域のマ

スコミ、マスメディアにもアプローチしましょう。       遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

 

 西日本区強調月間  Menette   
より洗練された女性へとなっていく為に・・・クラブライフを楽しみ他クラブのメン・メネットとの親睦・交流

を深め、多くの人々との出会いの機会を持ち、見聞・見識の広がりを愉しみましょう。 

                            畑本 久仁枝 メネット事業主任（京都トゥービー） 

  

 

第１５回 阪和部部会 

ご案内 
 

と き ９月１４日（日） 

ところ 奈良県歯科医師会館 地下ホール 

    近鉄西大寺駅 徒歩７分 

じかん １０時３０分から１４時３０分 

かいひ ４０００円 

昼下がりのリラクシング・タイム 

 演奏「奈良ＹＭＣＡタリス室内オーケストラ」 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

阪和部メネットの集い 

ご案内 
 

日   時 ２００３年１０月１１日（土） １１：００～１４：００ 

 登録開始 １０:３０より 

場   所 「あすなら」奈良市男女共同参画センター 

再開発第１ビル２階 

会  費 ３０００円 

講  演 河瀬 直美氏（映画監督） 

 

 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

 

正野君の住所が変わりました。 

新住所 
〒５９９－８１１６ 

堺市野尻町２６５－１４ 

正野 忠之 

電話 ０７２－２８５－２１５７ 

 

 

  

９９月月－－１１００月月のの予予定定 

 

９ 
９月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

９月 ７日（日）びわこ部部会 

９月１３日（土）西中国部部会 

９月１４日（日）阪和部会 奈良歯科医師会館 

９月１８日（木）第１例会 サンホーム 

９月２１日（日）中部部会 

９月２３日（祝）瀬戸山陰部部会 

９月２５日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

９月２６日～２８日アジア地域大会 

          フイリピン マニラ 

９月２７日（土）六甲部部会 

 

１０ 
１０月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

１０月 ４日（土）中西部部会 

１０月１１日（土）メネット合同例会 

三井ガーデンホテル奈良 

１０月１２日（日）九州部部会 

１０月１６日（木）第１例会 サンホーム 

１０月２３日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
 今年の夏はどこへ行ったのでしょうか。私たちには涼

しくて大変凌ぎやすい夏でしたが、暑い夏で生活をしてい

る人々にとっては非常に困った夏であったと思われます。 
夏は暑く、冬は寒く、これが本来の生活パターンだと思

います。困った地球環境になったもんだ。 
ワイズの活動もこれからが本番になって

きます。 
 


