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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）
大野嘉宏（京都パレスクラブ）
西日本区標語「Serve as a bridge for the future」 未来に架ける橋
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)
Jacob cherian (INDIA)
国 際 標 語「Be Agents of Change」−to meet the emerging challenges −
「変革の担い手となろう」−押し寄せる挑戦に応えるために−
畑本久仁枝（京都トゥービー）

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？

【今月の聖句】

ルカによる福音書
１２章４８節
「すべて多く与えられた者は、多く求められ、多く任された者は、更に多く要求される。」

例会振興券

10,000Y’s のこと・・
会長 田中 惟介
人の想いは実現する。強く強く想い続けること。想いを 10 回 口に出し
て言えばその想いは叶う。私の近くにいる人はもう聞き飽きたかもしれない。
いままで何度も言ってきたから・・
阪和部会で 10 ,000Y’s のサンプルを見せ、趣旨を概説した。阪和部以外
の役職者が大勢見えていて、デビューするのに晴れ舞台だと直感したから。
そして単位にワイズを使うことにクレームがあるかな、あれば良いなと思っ
ていたが 無かった。
今 西日本区でワイズは 2,000 人弱・東も足して 3,000 人強。増員が喫
緊の課題であることは論を待たない。現実的には 100 人程度の増員が目標と
して掲げられよう。それは当然のことだ。ヒャクだ、センだと言ってる時に
私はイチマンワイズと繰り返し言うのだ。みんなにイチマンワイズ！！と言
わせるのだ。
もう種明かしはしない。
近々100,000Y’s 券を発行しようかなと考えている・・・・
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％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
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

至弘・笹川
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東大阪市御厨南３−１−１８
TEL 06‑6787‑3733
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http：//www．Kisweb.ne.jp/kawachi‑ys/
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９月例会報告
２００３年９月１８日（木）１８:３０〜２０:３0
― サンホーム 6 階 −
記録 横田 憲子
出席者(敬称略)
メン 岩坂・佐古・横田・伊藤・田中・新本・望月・
丸尾・初田・中野・山内・宮本・大谷

メネット 田中・初田・望月・新本・伊藤・丸尾・
ゲスト&ヴィジター 杉浦 英・杉浦文子（奈良）
今井利子（なかのしま）
中西孝典・中西美恵子
以上 ２４名
夜こそ 秋の虫も鳴きますが、日
中は３３度という厳しい暑さのせい
でしょうか、例会前の事業委員会に
は何とかお体の維持できた中野義
彦さんも、例会に耐える体調ではな
いので、当日の司会担当を丸尾欽
造さんに託され、失礼されました。季節の変わり目なの
ですね。
テーブル中央に、新本メネットが三田のススキと木槿を
生けて下さり、秋らしさを感じつつ 田中会長の開会点
鐘で 9 月例会が始まりました。

まず インフォメーションでは阪和部部長の杉浦さん
が、河内クラブからたくさんの部会出席があった事のお
礼と、早々の部会の写真を伊藤さんにより世界に発信さ
れたことに感謝を述べられた。
阪和部メネット主査の杉
浦文子さんとメネット会長の
田中さんより、今期 西日本
区メネット事業について、国
際プロジェクトとしてボリビア
国の「知的障害を持つ青少
年の生活支援」の継続 そし
て国内プロジェクトの「絵本
づくり大作戦」は 日本ＹＭ
ＣＡ同盟と アフガニスタン
の復興支援活動を行ってい
るＮＧＯのカレーズの会と３
者の協働であることの説明。
この活動における資金は
「油取り紙」３組セットを１００
０円で買っていただき印刷費用になることで、 皆様に
ご協力のお願いがあり、早速｢油取り紙｣のお買いあげと
なった。
さらに、会長より１１月９日のチャリティーランの抽選券
も３枚１０００円でご協力のお願いがあり、１３名の出席者
に買っていただきました。
−２−

いよいよ 田中会長の親
友で東大阪市体育指導
委員協議会会長の中西
孝典さんによる「すぐに役
立つ救急救命措置・あれ
これ」が、始まりました。ま
ず 「学校の体育指導を
担当している中でどれくらいの割合で生徒に水泳指導
がでると思いますか？ハイ宮本さん。」授業の一環だか
ら指導が出来て当たり前のように思っていましたが、実
は１割ぐらいだそうです。自分の命は自分で守る指導を
している国では、着衣５分の立ち泳ぎが１００点になり
世界にすばらしい成果を期待する日本の水泳は，もは
やスイミングスクールの役割に変更されているようです。
中西氏さんがおっしゃるには３時間、子供に水泳指導を
すれば １００ｍ泳ぐ事が出来るのですが、私達には難
しいそうです。
次に 「東大阪市には消防自動車が何台 そして高度
医療の救急車は何台保有していると思いますか。ハイ
宮本さん。」出席の皆さん考えてしまいました。消防自
動車は１００台位ですが、救急車は５台だそうです。
ところで、「救急車は何分で到着しましたか。ハイ
宮本さん。」 サンホームの前で事故があった時 到着
するのに６〜７分位かかったんだそうです。事故にあっ
たときは救急車をすがる思いで待ちますが、もし 水難
事故など心臓の停止に出会った時、２分以内なら蘇生
の確立は５０％なのです。近くに居る人達の心臓マッサ
ージで命が助かることが出来るのです。心臓マッサージ
の研修は消防署・保健所にお願いするとダミー人形を
使って出来るようです。
すると そばにいる私達が友を救えることなのですね。
中西さんは、我が身の命の危険な時 すぐきてくれる友
を持つべきだとおっしゃいました。中西さんにとってまさ
にその人が田中会長だったのです。
私達は怖い話をたくさん伺いました。でも、中西さん
にとって怖いものは おはぎ だったのです。事情の知ら
ない私は、わざわざ、田中会長が横に外してあるものを
中西さんの目の前にその物を置いてしましました。申し
訳ありませんでした。
次は 田中会長から高価な誕生お祝いを渡されまし
た。結婚お祝いは無し。
そして 丸尾メン・メネットによるニコニコタイムです。いろ
いろなお話がでてきて楽しい時間です。今日は河内クラ
ブに戻られた丸尾メンが司会の代役を果たしてくださり、
無事定刻に例会は終わり
感謝です。
あとは １階の喫茶でにぎ
やかな一時を過ごすこと
ができました。メネットさん
お世話いただきありがとう
御座いました。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録・９月例会
例会描写：ゲストスピーカーは田中惟介会長の地域親友。
「救急救命措置あれこれ」と題する卓話の余韻を味わいつ
つ、出席者のコメントを収録いたしました。敬称略。
（取材・丸尾欽造）
笑い度表示：一部で思わず笑い声が （★）
短いけれど、どっと （★★）
やんやの喝采
（★★★）

初田真佐子：お昼には歌舞伎座で「中村
美津子」を見てきまして、また夜は、ここで
いいお話を聴かせていただきありがとうご
ざいました。
初田 稔：このブリテン見られて何か変わ
ったなと思われた方ございましたか。実は、
ＹＭＣＡのパソコンが壊れまして、今月は
全部ゴジック体になっております。自作の
いろんな模様もなくなり何の変哲もないブ
リテンになっていますが、皆さん読んでくれてないのかな、
（みなさんの反応がすぐに返ってこなかったので）残念です。
中西夫人：こういう会があったんだな、と今
思いまして、私も皆様に何か役立たせてい
ただくことをしなくてはいけないなと実感さ
せていただきました。（あちこちで拍手が）
田中加代子：油とり紙をたくさん買ってい
ただきありがとうございました。中西さんは
あと５０年生きはるそうですので、主人か私
が家で倒れましたら救急車を呼ばないで、
中西さんとこに電話しますのでよろしくお願いいたしま
す。
望月治子：今日はありがとうございました。
中西さんみたいな方が入会していただい
たらいいなぁと思うんですが、如何でしょう
か。
大谷美佐子：救急車の数が思ったより少
なかったことに驚いています。八尾市に
住んでおりますが同じような現状でしょう
か。（調べてはいませんが同様でしようと、中
西さん）各消防署に２台ぐらいはほしいで
すね。
新本力子：三田から出て参りまして、いい
お話を聴かせていただきありがとうござい
ました。友達つくらなくてはいけないんだな
ぁと、ボーイフレンドを、、、（会場、笑いで揺
れて★★・卓話から友人の大切さを実感された
のでしょうね）

岩坂正雄：来月も再来月も、毎月中西ご夫妻にお目に
かかれたらいいな（★）と思っとりますんで是非またお越
しください。
伊藤圭介：中西さん！お願いがあるんですけど、是非私
の「心の友」になっていただけませんか。（歓声と笑いは★
★★）

中西孝典：しゃべりだしたら止まらないもので、田中さん
と変わらないんでして、、、子どももずっと田中さんと一緒
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だったんです。最初、ええ格好されましてね、子どもは背
中を見て育てるンやとええ格好されましてね。山へ行っ
たら私らがしないようなことされてて、真似しようかなと思
っている間に子どもが成長してしまいました。ワイズには
来られてるけれど、地元ではほとんど顔を見せない人
で、、、家族一緒にお世話になっています。
田中惟介：私のしゃべるのは極力減らそうと思ってるんで
すけど、あれだけ言われて黙ってられるかと。確かに子
どもが小学校の頃から同級だったし、とにかく中西家とい
うのは大変な家でいつも嵐のような疾風怒濤の家なんで
すよ。パッと走って直角に曲がってまた曲がるぐらいの、
極端に動く家なんですよね。巻き込まれないようにする
ためには距離をおくのが一番だと身の安全のために離
れていたんですが、近年またいろいろありましてお世話
になったりお世話をしたりという関係でいます。何人かこ
ういう方が入ってくれたらと思うんですが、（中略）彼がこ
こに入ってくると私の影が薄くなるなと。（★）年も大学も
一緒ですが大学では会ったことはないんです。子どもの
小学からのお付き合いでして。しゃべりだしたらなんぼで
も続きますから、今日はこれくらいにしますが、（★）もし
彼と奥様がこのワイズに入ってほしいと思われてアプロ
ーチされる方は、私じゃない方のほうがいいかと思いま
すんでこのあと喫茶の方で言えば多分ＯＫかな（★）とい
う気もしますが。
横田憲子：私、お話を聴いて１０年前、姪子を出産で預
かって一ヶ月頃に、「赤ちゃんが息せえへんねん」と言わ
れて、母乳が気管に入ったんでしようね、とっさにこの挿
し絵のように赤ちゃんを逆さにしている絵をふと頭に浮か
んで、足を持って背中たたいたタイミングのよさを思い出
しました。文章よりも絵のほうが頭に自然に入っていくん
だなと思い出しました。
増石広之：今日の中西さんのお話、また
今までの田中さんの言動を見てると、
「お二人とも好きなように生きてるなぁ」と
思っとります。（★★★）明後日からわい
わい村へ泉北の特別例会へ行って参り
ます。の〜んびりと過ごしてきたいと思います。
今井利子：中西先生ありがとうございまし
た。活きたお話を聴かせていただき、いく
つかの問題点があったように思います。
学校の先生の質を上げていただくこととか、
消防車や救急車がもう少し増えて、いざと
いう時の間に合うようにみんなで運動でき
るものならと。ついでに、チャリティーランの「ラッフル券」
を部会にお持ちしましたが、間違って「ワッフル券」と美
味しい話しになってしまいまして（★★★）、カタカナに
弱いし、自己紹介で名前言うの忘れたり、もう年でくたび
れておりまして、、、一生懸命してますのでしっかり買っ
て下さい。旅行券、えび家の食事券などあてて下さい。
ありがとうございました。
杉浦文子：（主査としての）インフォーメーシ
ョンが講師の方の後だと思っていまして、
講師の先生のお時間を先程ちょっと取っ
てしまつたようで失礼いたしました。皆さ
んご協力いただきありがとうございました。

−３−
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杉浦 英：（中西さんの）あのお話のご様子
でしたらまだまだありそうな感じがいたしま
すが、またパート２、パート３がありましたら、
必ず会長さんご連絡してほしいなと思いま
す。ありがとうございました。
山内信三：我が家の猫の額のような
庭に紅葉の木がありまして、そこに
「いらが」という虫がたくさんおり退治
していたら刺されました。家内が「メン
ソレータムでも塗っときいや」（★）と言
われまして、お陰で一日で治りました。
虫さされの項目を見てまして（★）メンソレも有効やなと
感じました。
新本英二：お正月に郵便局で千円
拾ったことがありまして、警察に持っ
ていったら、六ヶ月経ってから、期間
内に来ればあなたのものになります
よと言われました。昨日、最終の日だ
ったので顔を出したら千円返してくれ
ました。（★）
宮本修司：久しぶりに学校で勉強させられているような
気になりました。（★）予算もないとのことですがとてもい
いテキストを作られているなと思いました。是非ＹＭＣＡ
の若いリーダーたちにも使わせていただきたいと思い
ます。ありがとうございました。
佐古至弘：いいお話を聴かせていただきありがとうござ
いました。うちの家内も二、三年前に救命救急士の資
格をとりまして、それを兼ねて奈良県下を廻っておりま
す。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

名前の無い会
望月 強
今期より河内ワイズとＹＭＣＡウエルネスとサンホー
ムが一緒に話し合える場を持ちたいとこの会を発足し
ました。
第一回は７月に田中会長と嶋岡館長と宮本主事と
私の４人が集まりました。取り立てた議題も無く、会の
名前を考えるも候補は幾つも挙がりましたが、結局名
前は決まらなかった。
８月はＹＭＣＡの行事が多くて日程が取れず休会とし
ました。しかし、嶋岡館長と宮本主事と３人で食事でも
しようかとなりましたが、私がその日のことをすっかり忘
れて二人に待ちぼうけをさせてしまい、完全な休会とな
りました。
９月１２日には第二回目の名前の無い会を３人のみ
で持ちました。今回は全く議題も無くＹＭＣＡとワイズの
話を語り合いました。この会はワイズメンだけでは無く、
東ＹＭＣＡに集う地域の人々も気軽に参加できるような
広く門戸を開けた会に発展させたいと思っています。
又、例会に出席できなかったメンバーのメーキャップの
場としても利用していただけたらと、その事も視野にい
れています。急がずにゆっくり育ててください。
次回は１０月１０日（金）の午後１２時半に東ＹＭＣＡロ
ビーに集合し、１時から近くで食事の予定です。特にご
案内はいたしません、議題もありませんが、参加自由
です。

−４−

２９期 第４回役員会報告
２００３年９月２５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 ＢＦ
出席者 初田・中野・岩坂・伊藤・望月・嶌岡・宮本・
増石・横田・田中
10 月例会 10 月 16 日（木）・サンホーム
担当；Ｂグループ
伊藤・笹川・初田・箕浦・山内・横田・和田林
プログラム ゲストスピーチ 井堂雅夫氏
岩手・花巻・文化村
宮沢賢治の世界観と私
例会役割分担
司会
山内
聖句朗読 笹川
食事手配 嶌岡
食膳感謝 山内
ニコニコ 箕浦・横田
ブリテン原稿
役員会報告
田中
例会報告
伊藤
Ｙニュース
宮本
サンホームニュース
嶌岡
メネットコラム
佐古メネット
にこにこ語録
初田
審議事項・連絡事項
ＣＳ資金申請書不備指摘に対する回答書案件
一部修正して承認
部広報主査 ブリテン作成・ホームページ等
に関する勉強会開催への取り組み
会場準備・茶菓子等 人と資金協力
御堂筋パレードへの対応
チャリティーラン第１回実行委員会報告
ジャガイモファンド担当・途中経過報告
事業委員会報告 公開プログラムの提案 別掲
メネット あぶらとり紙 ２０セット完売
ロビー展 素案作成
担当者で至急取り組んでもらいたい
11 月例会卓話
某氏
折衝中
東 YMCA まつり実行委員選出 横田・田中
クリスマス献金実行委員選出
正野・藤井
スペシャルオリンピックス広告費依頼
メネット事業の一環として捉えメネット会から支出する

六甲山ＹＭＣＡ開設５０周年
記念事業募金のお願い
記念募金活動目標を下降修正して募金活動を行
っていますが、現時点で目標額に到達しておりませ
ん。このままでは目敵の建物を建造する事が難しく
なります。１口５０００円を目安にしておりますが
金額に拘わらずご支援をお願いいたします。
締切りは１０月２６日です。
募金実行委員長 鈴木 良洋

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００３年 １０月報
第１５回阪和部部会の報告
初田

稔

９月１４日（日）仲秋の名月も過ぎたと言うのに
この暑さはなんだろう。
阪和部の第１５回部会
が奈良クラブのホスト
で奈良歯科医師会館で
開催された。早い目に
出発の予定が一時間も
あれば充分と、当日に
なって時間を遅らせた
のが失敗。開会の直前に滑り込みセーフ。
杉浦部長の開会宣言と挨拶で部会はスタート。奈良
ＹＭＣＡ総主事のご挨拶に続き大野西日本区理事の
ご挨拶、更に奈良クラブ会長の歓迎の挨拶と続く。
プログラムは続いて、各
会長の報告となる。一人
３分の時間は厳しい。田
中会長は時間が無くて
全ての報告が出来なくて、
続きを聞きたい人は個別
にと締めくくった。
各主査の報告も３分であったが、殆どの主査は時間
をオーバーしてお話をされていました。
食事は綺麗に盛り付けられたお弁当で、非常に趣の
あるお料理でした。ビールもいただきゆっくりと食事をさ
せて頂きました。

食事の後は「奈良ＹＭＣＡタリス室内オーケストラ」に
よる演奏会。ハンガリー舞曲第４番に始まり、「鉄腕アト
ム」、「ふるさと」の大合唱で終りました。
お世話を 頂きました奈良クラブの皆さん、メネットの
皆さん本当に有難うございました。手作りの部会をと杉
浦部長が仰ってましたが、本当に心温まる部会であつ
たと思います。

久方ぶりに部会の横断幕の前で記念写真の撮影。

泉北クラブ特別例会(森林ボランティア)
2003-9-20・21 わいわい村(泉南市)
報告 増石広之

泉北クラブの公開プログラム森林ボランティア体験に
参加しました。中西部からも、堺 Y からリーダーも参加
があって、賑やかでした。ワイワイ村には、囲炉裏、へ
っつい、五右衛門風呂があり、里山気分が充分に味わ
える例会でした。プログラムの中で、猪瀬貴雄コメットの
想い出が語られ、故人の活躍が偲ばれました。食事は
炭や薪で炊いた手作り料理を、充分味わえて、お風呂
は底を気にしながらの、五右衛門風呂に入りました。
21 日は、心配された雨も上がって、秋風も吹いて
上 々の森林作業日
和でした。宿泊棟の
裏の山の手入れを
しました。午前中い
っぱいの作業中に
休みをとりましたが、
「休み」と言っても、
作業を続けている
人が続出など、気合の入った作業振りでした。作業が
終ってから手入れをした所を見たら、はっきりと広場が
出来ていて思わず「泉北広場や！」と叫ぶ人も居りまし
た。森林の手入れの指導に、近隣の山内さん、菅沼さ

んのお二人に来ていただきました。有り難う御座いまし
た。昼食後にミーティングがあり、副会長の閉会点鐘に
て終了しました。
河内出席者 横田 増石

ゲストスピーカー
井堂雅夫（いどう

プロフィール
まさお）氏

昭和 20 年中国東北部に生まれ、岩手で育つ。
京都市では、伝統工芸士・吉田光甫、日展評議員・
大坪重周に師事。日動版画グランプリ入賞、三軌会
賞受賞。ＮＨＫ「趣味悠々」の講師としても活躍し
た。作品は国際的にも高く評価され、ボストン美術
館などに所蔵されている。
宮沢賢治生誕 100 年記念事業に関わりその後賢
治の理想であった「羅須地人協会」を受け継ぎたい
と花巻に NPO 花巻文化村協議会を設立。理事長を務
める。

−５−
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9 月 21 日（日）10 時〜13 時「ＹＭＣＡサンホーム大掃除デー」感謝です！！
ありがとうございました。
多くの方々のご協力で、日頃目に届かない隅々まできれいにすることができました。
全員で 62 名の参加がありました。参加していただいた方々に感謝申し上げます。
10 月 12 日（日）９時〜16 時 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）
今回は「ハーベストの丘」へ行く予定です。
ご予定に入れていただきご参加ください。
11 月 2 日（日）
「東 YMCA まつり」
今年は近隣の五百石公園で実施予定です。ワイズメンの積極的な関わりがなければ
成立しません。東 YMCA につどう人々との交わりの場を盛り上げましょう。
「サンホーム敬老祝賀会」盛大に行なわれる！！
9 月 15 日の敬老祝賀会では、毎年異なった催しが計画されています。今年は昼食の豪華敬老特別料理を楽し
んだ後、ボランティア「ことの会」の大正琴の演奏を聞き、サンホーム合唱隊の合唱・スタッフ有志のハンド
ベル・女性スタッフの浴衣による踊りと賑しいものとなりました。
100 歳、米寿のお祝いも重ねて行なわれ元気に過ごしている事を喜びあいました。

レインボープログラムへの
お手伝いのお願い
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）

今回はハーベストの丘へ行きます。
お手伝いをいただける方は１０月１２日（日）
午前９時にサンホームへ集合して下さい。
(Ｙ サ ポイントカードの対象になっています。)

「行事目白押し！」
残暑厳しい９月も終わり早１０月となりましたが、皆様お
かわりございませんか？
ウエルネスも、慌しい夏の記憶を片隅に、２学期に突入して
おります。日々のプログラムもさておき、この秋のシーズンは特別行事が盛りだくさん！是非ワイズの皆様に
もご参加、ご協力いただければ幸いです。
１０月は運動会のシーズンですが、なんといってもジャガイモ販売が控えております。
食欲の秋を満たしてくれるジャガイモが北海道から届きますので、皆様お早めにご購入ください。（担当＝宮
本ならではのコマーシャルでしょ）他にも、１２日（日）には第３回レインボークラブが行われます。ボラン
ティアを募集しておりますので、よろしくお願いいたします。
野外活動では、１８日から１９日にかけて箕面教学の森に１泊でキャンプを行います。
１８日のお昼はお弁当持参ですが、それ以外は全食自炊です。子ども達も森の中の立派なシェフを目指します。
是非お立ち寄りください。ご馳走いたしますよ。
又、サッカーの指導者は１２、１３日の一泊で能勢のキャンプ場にて、懇親会を開きます。夜は共通理解や
意見交換をし、次の日にはグランドでサッカーのスキルアップに努めます。色んな場で教育の機会が与えられ
ております。一つ一つに神の導きがありますこと、皆様もお祈りください。
１１月も引き続き多くの行事が控えていますが、やっぱり身体が資本です。健康でありますように、ご自愛
ください。
宮本 修司

−６−
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「河内クラブと私」
大藪

暢子

河内クラブと私とは子供達のｙｍｃａ参加か
ら始まりました。長男が幼児クラスに入れていた
だいて以来です。
キャンプや日々お世話になっていた事でもあ
り、スタッフやリーダーと親しくさせていただく
間に、Ｙ’s とのご縁が出来ました。
以降、欠席したり、欠席したりしながらも仲良
くしていただいて、甘えて、御迷惑をかけており
ます。
当時のメンバーも退会されたり、亡くなられた
り、年数だけは重ねて参りました。
仕事もさまざま、近隣でもなく、年齢もいろいろ、
その様な方々と 広くおつきあい出来る楽しさだ
と思っています。根元はキリスト教の精神に基づ
いているのだ・・・と私なりに確信しています。
私にとってこの仲間へは感謝と陳謝です。これ
からもよろしくお願いします。

廊下の手摺を磨く望月ご夫妻
格好がグッド。普段から慣れている？。

こちらは便所掃除をする望月夫妻

クーラーの掃除をする嶌岡館長

ＹＭＣＡサンホーム大掃除
２００３年９月２１日（日）東ＹＭＣＡ

９時４５分からの受付で、１０時からオリエン
テーション（内容の説明）を受けて、持ち場の責
任者リーダーを紹介され、各セクションに振り分
けられた。掃除道具を持って目的の場所へ移動。
私はカメラを持って皆さんが掃
除をしている姿を撮影して１階か
ら２階・３階・・・６階へと６階
から１階へとエレベーターと階段
を使い何度往復しただろう。
掃除場所は思ったより広く、又
3〜５階の住居部は勝手に入れない雰囲気があり、
撮影にも気を使った。
伊藤さんは１階ロビーの喫茶コーナーを担当
し、一生懸命綺麗にしておりました。望月さんご
夫婦は５階の便所と廊下を担当し、汗を流してお
りました。
その他のワイズメン方はどのパートを担当して
いたのか不明です。
当日の参加者は６０数名で無事大掃除が終りま
した。お手伝いに感謝します。
当日の写真を少し紹介します。掃除をしている所
を重点的に掲載します。

２階の床掃除を頑張る参加者

阪和部

新年合同例会

第１報

と き
ところ

２００４年１月１０日（土）
都ホテル大阪
天王寺区上本町６丁目１−５５
かいひ
メン・メネット ９０００円
プログラム 例会セレモニー
パーティー 新春の舞 ETC
ホスト 大阪サウスワイズメンズクラブ
−７−
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HAPPY BIRTH DAY

WEDDING ANNIVERSARY

涌子

箕浦 泰之＆陽 子夫妻 １０月 １日
笹川 桂子＆治太郎夫妻 １０月 ６日
岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日
和田林繁好＆杉 江夫妻 １０月１２日
横田 憲子＆允 宏夫妻 １０月２７日

１９？？年１０月２２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

ＢＦ

ＢＦデリゲートをクラブより選出できる土壌作りの為に、例会等にいてＢＦについて話し合う機会を持ちまし
ょう。
吉村 周平 ファンド事業主任（大阪西クラブ）

阪和部メネットの集い
ご案内
日
場
会
講

１ ０ 月−１ １ 月の予定
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１２日（日）第３回 レインボークラブ
障害者支援プログラム
１０月１６日（木）第１例会 サンホーム
１０月２３日（木）役員会 東ＹＭＣＡ
１０月２５日（土）阪和部ブリテン研究会
南ＹＭＣＡ

時 ２００３年１０月１１日（土） １１：００〜１４：００
登録開始 １０:３０より
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
費 ３０００円
演 河瀬 直美氏（映画監督）

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

１１
１１月 ７日（金）第２例会 サンホーム
１１月 ８日（土）第３回主査会
第２回評議会
１１月 ９日（日）大阪ＹＭＣＡチャリティーラン
浜寺公園
１１月２０日（木）第１例会 サンホーム
１１月２３日（土）〜２４日(日)
第２回西日本区役員会
１１月２７日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

大阪ＹＭＣＡ
チャリティーラン
日

時 ２００３年１１月９日（日） １１：００〜１４：００
午前９時〜午後１時
9:00 受付開始
10:00〜10:20 開会式
10:30 スタート
12:00〜13:00 閉会式・抽選会
所 「浜寺公園」
雨天決行

場

Wind
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

増石

広之君の携帯番号が変わりました。

新しい携帯の電話番号は
０９０−３８６６−２７０１ です。
電話帳の書換えをお願いします。

From

Kawachi

「暑さ、寒さも彼岸まで」とはよく言ったものだ。彼岸
を過ぎると気温はグッと下がり、朝夕は大変凌ぎやすく、む
しろ肌寒ささえ覚える程になった。
先日までのクーラーは今
日からヒーターに変身となる程である。幼稚園、小学校での
運動会が行われ、じいちゃん、ばあちゃんも忙しくなる季節
では?。運動会の見物に行って、孫たちから
元気を貰って来ましょう。
季節の変わり目です。気を付けて体調を壊
さないように・・・・・・・
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