
 
 
 
 

 

 

 

２００３年１１月報    Vol ３３８ 
 

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】� �マタイによる福音書 18 章 10 節 

「これらの小さい者を一人でも軽んじないように気をつけなさい」 
 

例会振興券 10000Y’s のこと・・・その 2 
           会長 田中惟介 

  
囲碁における布石・捨石。いずれも将来を見越してする行為であってそれを読み取

って相方は 又 さまざまな手を考える。その相互作用が内容ある棋譜を残す結果

となる。 

 ４ケ月も経過して 布石の効果が無ければ着手が間違っていたことになるわけで、

その認識は 無い。ただ手ごたえの無さに不安（不満？）を感じることがある。 “思

いどおりにやりゃぁえぇ”とか “なんかやりよるなぁ”と傍観者的言辞を漏れ聞く

と芯の部分に冷たい核が残る。多くの熱い協力を得ている上での・・・だからもう 1

段上からの要望である点 私の要求がさらに膨らんできたわけで布石が間違ってい

ないとする認識の根拠はここにある。 

さて 10000Y’s。発展途上にあると思う。色んな使い道を考えてください。誕生祝には味気ないかもしれ

ないが会費の問題とリンクさせてあるし、ロビー展の賞金となって他クラブとの持続的な交流に役立ち、

結果 例会の活性化にもなる。          他にも何か無いですか・・これの使い道。 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ９名 10 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 ５名 現金 ０円 10 月分 10 月分 
会 員 出 席 者 １９名 例 会 出 席 者 ３３名 累計 ０円 ０枚 25,222 円 
メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ ０ 月 の 出 席 率 ９５.0％ １０月の全出席者 ４５名 累計 ０pt ０枚 82,087 円 

前月の出席率訂正 ６５％を ７５％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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  １０月例会報告   
２００３年１０月１６日（木）１８:３０～２０:３0 

― サンホーム 6 階 －               記録 伊藤 圭介 

   

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・嶌岡・笹川・箕浦・

正野・藤井・増石・大谷 
メネット 田中・初田・望月・新本・伊藤・ 
ゲスト&ヴィジター 御崎敏一・松村圭介(大阪長野)

鈴木璋三（大阪サウス）・月島陽三（田辺） 
今井利子（なかのしま） 
中田悟志氏・小松典子氏・石田鐵一氏 
井堂雅夫氏(ゲストスピーカー) 
 

以上 ３３名 
 

河内クラブ設立以来の魅力ある芸術

家をゲストスピーカにお迎えして開会前

から緊張と興奮を抑えているような雰囲

気でした。それにしてもお会いした印象

は高名な芸術家の趣は感じられず、逆

に素晴らしい平凡なフイーリングを周囲に蒔かれている

中にもオーラを感じました。井堂雅夫先生のお話を伺っ

た後には清清しい風が会場を吹き抜けて行く様でした。

多分、「風の又三郎」が表敬訪問してくれたのでしょう。 

 

スピーチ：井堂 雅夫先生。 

昭和２０年中国で生まれ翌

年京都に引き揚げてきました。

岩手県盛岡に少年期に移り育

った環境が自然の偉大さを感

じる心を育んだと今、思い起こ

しています。盛岡時代に友達

も少なく、食べ物も不足する貧

しい生活の中で小学校の先生

が私の絵を御覧になり、絵の個性をのばしなさいと激励

された。（第一の人生の良い出会い）中学３年の後半、京都に

帰り、京都で卒業しました。同級生の仲間も集団就職し

て早く社会にでましたので私も徒弟として染色を学びま

した。22 歳で染色職人になり、一方積極的に絵の勉強

もしました。23 歳から木版画もてがけ職人から自宅で仕

事をするようになりました。伝統的な手すき和紙が日本

にありきれいな多色刷りが可能で独自の日本文化として

世界に向けて紹介しようと意識しました。染めと木版画

を両立しながら創作活動をやりました。 

３０代にはいり、今までの活動に不安を覚えこれでよ

いのかと反省する中で、何のために生まれたのか、の疑

問からなんとなしに使命感が湧き上がりました。宇宙と

生命の摂理、つまり人は、植物は、動物は相互依存して

いる中で、宇宙が存在するから我々が存在すると強く意

識しました。それは宮沢 賢治先生の芸術から教えられ

ました。（第二の良い出会い）これをきっかけに、宮沢賢

治花巻文化村アトリエを開き、その流れの中で、賢治の

心象風景をモチーフにした創作を色々手がけました。ア

トリエはその後“勇作殿青雲庵”と命名しました。 

宮沢 賢治１００年事業が主催されるなかに、賢治の

実弟にお会いする機会があり、生々しい賢治の世界を

お聞きすることが出来たのは大きな喜びでした。花巻の

アトリエは築２００年の農家で近所の皆さんが集まるコミ

ユニティでもありました。
（素晴らしい環境を地元に

提供しておられる。ＹＭＣＡ

もロンドンで生まれた環境

にそっくり） 賢治は花

巻におりながら西洋

文化を研究していまし

たが、当時は不況で

子供を売ったり、間引きしたりの時代でしたので賢治の 

生活が周囲と遊離していましたので賢治はあまり農民と

馴染まず不人気でした。然し、賢治の農民を豊かにせ

ねば、という意欲は伝わりその後理解されるようになりま

した。宗教は疲れるし、科学は冷たい、物が中心の世の

中に疑問を持ち、世界全体が幸せにならない限り個人

の幸せがない（ワイズの皆さん、奉仕の心の究極の原点と思いま

せんか） 
つまり賢治はこのような独特の宗教感を持たれている宗

教家でもありました。賢治の宇宙観：命はどうして与えら

れているのだろうか、宇宙があり、地球があるから命に

対してやさしさがあり、その潜在力で自我の意識を奮い

立たせ人間として実践しなければならないものを見出し

ていかねばならないとの思いを強くしています。 

６０歳になりますがこれからも木版画の世界で頑張りま

すが、次代に伝えるために版元を作り若い親方を育て

ていき、「心象の賢治」｢宮沢賢治の世界｣を２１世紀にメ

ッセージとして伝えていきます。 
（いつも思いますが出会いは人生の方向を決めますね。） 

（ ）の中は伊藤の独り言です。 

 
著書に自筆のサインをする井堂雅夫先生 

 

 
本日のゲスト中田さん、石田さん、小松さん 

－２－ 
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にこにこ語録・１０月例会 敬称略。 
             （取材・初田 稔） 
 

松村（大阪長野Ｃ） ウエルネスウオークの

ＰＲは御崎さんにまかしまして、よろしく

おねがいします。 

御崎（大阪長野Ｃ） 男

前の御崎と一度は云

わないと（笑い）帰れな

いと思います。阪神タイガースを優勝

させていただいて有難うございました。
（笑い） 

小松 今日は田中さんに声をかけてい

ただいて初めて参加させていただきま

した。田中さんと１０年前に知り合った

時からワイズメンズクラブのお話をお聞

きしておりました。井堂先生のお話もお

聞きできるのでやっと今日出席しました。

大変良いお話を聞かせていただいて本当に良かったと

思っています。 

田中メ 私も少ない２０年生まれです。

津和野の１枚の版画から先生に今日 

ここに来て頂けるとは夢にも思いません

でした。 

伊藤 先生のお話を２枚に渡ってレポ

ートしましたが、纏めるのに悩んでおります。私なりの解

釈では宇宙観を宮沢賢治がどう対話してそれを先生が

受け止めていかれたかと書けばいいのでしょうか。 

丸尾 労働組合相手に交渉しておりました時に、文章を

送る時の枕詞に「雨にもまけず、風にもまけず」と書いた

ことを思い出しました。井堂先生がこんな会議に来るの

を井堂端会議（井戸端会議）と云うのでしょうね。（笑い） 

新本 ＮＨＫの全国合唱コンクールと言うのがありまして、

テレビで見ていました。私なりに審査をして点数をつけま

したが、私が上位の点数をつけた参加校が全て金、銀,

銅を取りましたので、私の耳もまんざらではないなと思っ

ています。 

大谷 今日は良いお話と良い作品をみせ

て頂いて有難うございました。今日の本を

読んで宮沢賢治がもう少しわかればと思

います。 

嶌岡 創作活動は絵にしても音楽、小説

にしても何もないところから生み出すことで、私にはとて

も出来ません。尊敬いたします。伊藤メネットからも預か

っています。 

新本メ 先生有難うございました。お菓子を頂いたり、お

話を聞かせて頂いたり、頂いてばかりですみません。 

望月メ 私も絵を描くのは嫌いではないんですが、最近

は描いていません。落ち葉でも何か出来るようで、これか

ら年賀状でも頑張って作りたいと思います。 

初田メ いつも田中さんから頂いた年賀状はその時パッ

と見て、田中さんが見てくれたと云われたときにゆっりと

見させていただくんですが、これからは心して見てみた

いと思います。（笑い） 

初田 私も切り絵を少しかじります。先生の本を見ていて

切り絵の題に良いのが沢山ありました。作品集を見せて

いただいて私も何かを作りたいと感じました。 

増石 小さい時から絵が好きで、今は６０歳になられると

聞きますが、好きなことを一筋にやってこられて完成した

姿を見まして私も見習わんといかんなと思いました。 

佐古 私は田舎の水飲み百姓の五男に生まれましたの

で、宮沢賢治のお話は常に聞いておりました。あくまでも

貧乏人の味方であったと教えられました。私もこの歳に

なってもまだ労働組合で貧乏人の味方をしています。 

笹川 結婚祝で二つ頂きましたので、一つこちらの方に

入れます。井堂先生の本を見せていただいて、これはい

つまでも私の傍に置いて

おく本だと思いました。 

藤井 久し振りにワイズに

来て、丸尾さんの駄洒落

を聞かせていただき、やっ

ぱりワイズに来て良かった

なと思っています。（笑い） 

宮本 井堂先生はご親戚の方は多いでしょうか。同じ井

堂さんと云うお子さんを体育のプログラムで預かっていま

す。 

月島（田辺Ｃ） 河内クラブの皆さんとお会

いするご縁に恵まれまして心から感謝い

たします。私は子供のころに版画をしてい

て手を切ったりしたことがあって、大嫌い

でしたが棟方志功先生の版画を見て大変

感銘を受けました。夜に寝るときには心臓の音が「墓場

へ、墓場へ」と聞こえるんですが。（笑い） 

中田 今日は初めて来させていただき

有難うございます。私も木工で家具を作

っています。若い人を育てることが問題

です。初めて来た人を食べさせていく事

に大きな問題をかかえています。 

中野 今日は家内から言われてきた事

があります。これ（ワイズ振興券）を絶対に家に持って帰るな

と（爆笑）。 

岩坂 私も家内から言付かってきました。（笑い）いつも花

巻にいらっしゃるんですか。（月の前半と後半でわけており、京

都にもおります） 

望月 月島さん今日はわざわざ田辺から４時間もかけて

（いいえ、串本から５時間です）来ていただきまして有難うござ

います。宇宙観とかは長いこと考えた事が無かったんで

すが、皆さん銀河があることをご存知ですね。しかし、大

阪には銀河がありません。今、山に登っているのはそん

な銀河や星の事を考えて登っています。 

石田 初めて寄せていただきました。私

も東大阪にうまれ、東大阪で育ちました。

私の兄弟は二人とも亡くなっております。

私も少し前に倒れて８時間も意識不明

だったようですが、なんとか生き返り元

気にしております。これからも福祉のこ

とに力をいれてお手伝いをしたいと思います。 

今井 大分前に土佐堀クラブで宮沢賢治の「最後の手

紙」についての講演があり、参加しましたが内容は覚え

ておりません。「雨ニモマケズ、風ニモマケズ」は知って

いましたがあまり関心はありませんでした。今日の先生の

お話を聞いてまた見る目が違ってきたように思います。 

－３－ 
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正野 一ヶ月のブランクがあると自分の中でこの雰囲

気に慣れるのに少し時間がかかりました。例会に休ん

でいるメンバーの気持がわかりました。電話で心配をし

て い た だ き

有難うござい

ました。 

２９期 第５回役員会報告  

２００３年１０月２３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 PR Wellness 

 

出席者 増石・初田・佐古・新本・笹川・宮本・横田・ 鈴木（大阪サウ

スＣ） 宮沢賢

治 の お 話 を

興 味 深 く 聞

かせていただきました。何枚もの色を付けるときに上手

く合わないと大変ですね。 

田中・正野・望月・岩坂・中野・ 

 

11 月例会 11 月 20 日（木）・サンホーム 

担当；C グループ 

新本・岩坂・正野・藤井・増石・山口・大谷 
山内 心が洗われるようなお話でした。本を買わせてい

ただいて一度じっくり宮沢賢治の世界に浸ろうかと思っ

ています。 

プログラム ゲストスピーチ 田中忠仁氏 

         “これからの中国と日本”  

   
田中 宮沢賢治の世界と共に井堂ワールドに充分浸っ

ていただけたと思います。本日も伊藤メネットが下で喫

茶コーナーを開いていますので、喋り足りなかった方

は下でお喋りをして下さい 

例会役割分担 

 司会    岩坂   聖句朗読  新本 

 食事手配  藤井   食膳感謝  新本 

 ニコニコ  増石・正野 
井堂 僕は喋りが下手で宮沢賢治

のことをもっと喋りたいなとおもって

いましたが、なかなか上手くいかな

かったです。本の中には色々な事

が書いてありますので読んでいた

だければ有りがたいなと思いま

す。 

ブリテン原稿 

 役員会報告         田中  

例会報告          新本 

 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        増石 
箕浦 今日は３１回目の結婚記念品をいただき有難う

ございます。私もこれを持って帰らんように（笑い）。 
 

審議事項・連絡事項 
横田 小学生の頃に「風の又三郎」の映画をみた記憶

がありますが、ファンタジーの世界は弱いものですから、

理解せずに終っています。もう一度本を読みたいと思

います。 

 

評議会 11/8  

出席者 初田・佐古・増石・田中 

次期主査推薦   
 横田憲子・ファンド主査に推薦 
本日のニコニコは２５２２２円でした。ご協力に感

謝いたします。 
10/25 ブリテン作成・ホームページ勉強会  

 出席 初田・望月・（中野・横田・田中） 
 括弧内の３名で茶菓の準備等の補佐をする。 
 東Ｙ祭り 11/2 フライドポテト準備・他 
  レシピに従い指名受諾者（６名）は各 5ｋｇのジャガ 

 

ゲストスピーカー プロフィール 
 

 田中 忠仁（たなか ただひと）氏 

 

三菱商事の中国部担当として永年勤務され、定

年退職後は「(有)芳隣」を設立、日中人材教育と日

中ビジネスコンサルタント業務に尽力されている。 

 高校時代にＨｉ－Ｙ（高校ＹＭＣＡ）活動に参加、Ｙ

ＭＣＡと深いつながりのある日本キリスト教団大阪教

会会員。 

 

 

 

 

 

 

イモをカットし当日９時３０分会場へ 

10/29 最終実行委員会開催 

メンバー各氏も同時刻会場へ集合してください。 

チャリティーランチーム支援金・他 

 宮本連絡主事に￥100、000－手交 

 当日参加者 概数を担当委員で把握し おにぎり・サ

ンドウイッチ・お茶などの役割を分担する。      

名前の無い会からの提案  

例会日の後の火曜日１時～ロビー喫茶コーナーで

開催 

テーマは限らないで出席率向上のためにも活用した

い。 

ジャガイモファンド担当・経過報告  
好評・残 90 位 

ロビー展 アピール活動 

１２月例会プログラム  

 

Ｙ‘ｓ主体の完成度の高いＸｓ例会をめざす。 

－４－ 
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東 YMCA まつり 
２００３．１１．２ 五百石公園 

報告 初田 稔 

 

 東ＹＭＣＡまつりが今年は近所の「五百石公園」で

開催されました。メイングランドでは運動会が楽しく

行われ、その周囲には模擬店や屋台、バザー会場

が用意され、ＹＭＣＡ関係は勿論、近隣の方々も興

味深く覗きに来られていました。  
心配した天候も「あれ！雨かな」と感じるくらいで

暑さもなく、寒さも無くいい運動会日和でありました。  名の無い会報告  
 河内ワイズは今年はフライドポテトの販売をしまし

た。前日からの下拵えと当日の揚げや袋詰めなどご

苦労様でした。３０ｋｇのポテトが完売になり、後から

買いに来られた方にはお気の毒でした。 

１０月は第三回の会合を持ちました。ブリテンにも開

催予告をしていましたが、前回と同じ嶋岡さん、宮本さ

ん、望月の３名とサンホームの喫茶ボランティアに来ら

れていた笹川さんとの４名でワイズ談義をいたしました。

名前も無い会ですので、開催も気まぐれでこの１０月は

もう一度会合を持ちました。その訳は今月の例会出席

者が多くあと２名で１００％になります。例会に出席出来

なかった方に電話をして、名前の無い会メーキャップ

例会を持ちました。 出席者は常連メンバーに加え山

口メン、大藪メネット笹川メンと会長と６名の集まりになり、

それぞれの近況報告に始まりジャガイモ、ＹＹ夏まつり

とワイズ談義に終始しました。これに味をしめて、例会

日の次の週の火曜日に定例的に開催することになりま

した。 

 

 

 次回開催日  １１月２５日 火曜日 午後１時から 

軽食を取りながら河内ワイズについて語りましょう 

                      望月 強 

 
開店準備中 

 じゃがいも到着！！   

 
 今年のじゃがいもは例年より１週間ほど遅れて

１０月１８日に到着しました。リーダー諸君のお手

伝いにより、無事に荷卸が完了しました。 
 クラブのメンバーも寄る年波には勝てず、段々と

体力不足を痛感しています。 
 販売も順調のようで安心しています。来年も販売

にご協力よろしくお願いいたします。 

開店準備中 

 

 
 売り子もスタンバイ 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００３年 １１月報 
 

 
 

 
世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週（11 月 9 日～15 日） 

一度ご参加ください。 

世界に思いを馳せ、共に祈る集い「“人間としての癒しを求めて―エイズとの闘い―”」 

    日 時 ： ２００３年１１月１３日（木）午後６時３０分～８時３０分 

    場 所 ： 関西韓国ＹＭＣＡ １階ホール 

〒537－0025 大阪市東成区中道 3－14－15  

    奨 励 ： 榎本てる子 牧師（日本キリスト教団京都教区 巡回教師） 

    プ ロ グ ラ ム ：  第一部 共に祈りましょう 

 第二部 交わりを持ちましょう 

              多くの方のご出席をお待ちいたしております。 

 
秋の諸行事 

デイサービス日帰りツアー 

     11 月 26 日（日）小浜・若狭方面へ秋の味覚を味わいに行きます。 

特養日帰りツアー 

     11 月 16 日（日）花博記念公園へ秋の一日を楽しみに行きます。 

 
 

YMCA サンホームレインボークラブ参加 (障害者介護ボランティア) 
２００３．１０．１２ ハーベストの丘 

報告 初田 稔 
 １２日には朝８時４５分に東 YMCA に集合し、諸々の注意を受けた後、先発隊として

「ハーベストの丘」へ出発した。雨が心配された天候であったが、プログラム中はとても

暑くて大変でした。我々でも大変だったの

に車椅子に乗っている方はもっと大変だ

ったと思います。(後で聞くと当日の気温は３０度

近くもあったとか) 
 最初は少し構えてのお付き合いでした

が、時間が経つにつれて段々と打ち解けて、笑顔も見せてくれるようになり

ました。普通にお付き合いをすればいいのだ、特別なことを考えなくてい

いのだと理解してからは大変気持も楽になりました。 

 園内を一緒に見てまわると、色々な動物や乗り物があって、車椅子でな

ければ一緒に乗ってはしゃぎたいだ

ろうなと考えたのは私だけでしょうか。 

 お別れのときに「楽しかったです

か?」とお聞きとたらにっこり笑って頷いてくれました。あの笑顔を見て参加して本

当に良かったと思いました。次回はもっと大勢で参加しましょう。きっと気持が豊か

になります。  

                                        ワイズ参加者 田中・笹川・初田 
 

 
 秋を迎えて・・・ 

 

毎年恒例の北海道産「ほくほくじゃが芋」の搬入がサンホーム並

びにウエルネスのスタッフ・リーダーの皆さんのご協力により滞りな

く終え、ふと気がつけば目に映る景色もすっかり秋めいておりました。ご協力を頂きました皆様ありがとうございました。 

 ウエルネスでは夏のプログラムの無事終了にスタッフ一同ほっと一息付くや否や冬春の特別プログラムの準備が進め

られ、スキーキャンプ等の案内が間もなく皆様の目にとまる頃となります。又 9 月よりウエルネスの事務所に女性のスタッ

フが仲間入りをし、定例クラスや学校休業日プログラムの準備・運営に携わり前向きに頑張っております。これから迎え

る 11・12 月は東 YMCA まつりに始まりサッカー・体操大会・意岐部フェスタ、それに各地域の子ども会で催されるクリス

マス会の企画・サポートなど、ウエルネスとして 1 年の山場をむかえる事となります。事故のないように皆が健康で元気

にこの時期を乗り越えられますようにと願う今日この頃です。            東ＹＭＣＡ受付事務 大島 喜子 

－６－ 
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「河内クラブと私」 

― 河内ワイズメン 笹川桂子さんとの事 ― 

佐古 利子 
 

私と笹川桂子さんとの出会いは、当時小学生だっ

た木内桂子さん（旧姓）が府立大阪整肢学院に入院

されていた頃でした。当時桂子さんは学院で就学と

治療との両立の生活を送っていらっしゃいました。 

６歳～８歳までの児童１００名と３０名余りの職員

が活動し、その中で私は保母（保育士）として勤め

ておりました。 

世の中にこんなにも偶然が重なり合う事に驚いて

おります。４０年後に笹川さんが河内ワイズのメン

バーになられる事。高校時代に同級生だった方が従

兄さんだった事、笹川さんの実家が私の自宅と近所

であったこと等であります。 

私は結婚して退職後は学院を訪れる機会も無く今

日に至っております。しかし、学院では春には庭園

でのお花見、秋の運動会、クリスマスには淀川善隣

館の聖歌隊の聖歌、ボランティアのサンタさんの訪

問、また昭和天皇・皇后様のご行幸など思いでは多

くあります。 

笹川さんは今まだ苦しい治療が続いておられると

伺いました。どうぞ強く耐えて下さいます様お祈り

いたしております。 

 
 
 
 
阪和部メネットの集いに参加して 

２００３年１０月１１日（土） 
奈良男女参画センター 

記録 田中加代子 

 

 １０月１１日奈良市男女共同参画センター「あすな

ら」に於いて阪和部メネットの集いがありました。

杉浦メネット主査の開会点鐘

と御挨拶、次に畑本西日本区メ

ネット事業主任の御挨拶及び

国内プロジェクト・絵本づくり

大作戦の中間報告。優しい色使

いの「かしこい果物屋さん」と

いう絵本

のコンテ

が回覧さ

れました。

続いて各クラブのメネット会

長による報告で第１部が終わ

り昼食。食欲をそそる きれ

いなお弁当とおやつが供され 

どれもおいしく頂きました。 

 第２部 ゲストスピーカー、

１９６９年・奈良市生まれの若

い女性映画監督 河瀬直美さ

んの登場です。河瀬さんは‘９

５年山形国際ドキュメンタリ

ー映画祭で国際映画批評家連

盟賞、審査員特別賞を又‘９７年にはカンヌ国際映

画祭新人監督賞を史上最年少受賞 他にも国際的な

賞を数々うけられ目下一番売れている若手監督です。 

 ご自分の生い立ち、映画作りに至った経緯、そし

て「私の映画はありふれた日常の出来事を撮ったも

の」等と４０分近く話され、

このあと山形へ出発される

とかで 2・3 の質問を受け帰

られました。息子と同世代の

きゃしゃで可愛い感じの河

瀬さんのバイタリティに感

心しながら機会があれば監

督作品を見てみようと思いました。 

 最後に今日の献金￥３６０３５-はスペシャルオ

リンピックスへ 又油とり紙売り上げ分２０万円を

畑本主任に託されました。 

 

 
（参加総数 ５６名、河内クラブからは伊藤・初田・望月・田中

各メネットと田中クラブ会長） 

 

 

集い終了後、奈良クラブ

メンの車に分乗し約２０

名の方々は奈良町散策に

回られ、私は夫と２人で興

福寺の五重塔（西金堂再建計

画の一環として特別開扉）を

拝観してきました。 

 
 

－７－ 
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和田林杉江 １９？？年１１月２９日生        初田  稔＆真佐子夫妻 １１月２３日 

HAPPY BIRTH DAY             WEDDING ANNIVERSARY 

山内たりほ １９？？年１１月 ８日生        佐古 至弘＆利 子夫妻 １１月 ２日 

初田  稔 １９４０年１１月２２日生        宮本 修司＆由 美夫妻 １１月１９日 

                             望月  強＆治 子夫妻 １１月２７日 

 
 

 西日本区通年強調目標 Public Relations  
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  Public Relations & Wellness   
ワイズデーにおける各事業活動は、外部に活動内容をアピールするまたとないチャンスです。大いにアピール

しましょう。ウエルネス活動など外部からたくさんの方が参加される時期です。さあ、皆さんにクラブ案内を

配布しましょう。                         遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

  

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 

場   所 「浜寺公園」 

雨天決行 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

第５回大阪ＹＭＣＡ 

チャリティーゴルフ 
日   時  ２００３年１１月２７日（木）  

午前９時００ 

場   所  箕面ゴルフ倶楽部 
        池田市畑３－１１ ０７２－７５１－６９０１ 

人   数   １６組 ６４名 

費   用   20,000 円 

競技方法 ストロークプレー ダブルペリア 

参加申込 大阪 YYMCA 国際社会奉仕室 

TEL 06-6441-0894  FAX 06-6445-0297 

  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

阪和部ウエルネスウオークのご案内 
河内長野の名刹に季節の彩りをたずねて 

 

季節の花と紅葉に彩られた散策路。観心寺、延命寺を

訪ねてみませんか。穏やかな道で急な坂もなく、のんび

りと家族連れや年配の方でも楽しめます。 

 

日 時 ２００３年１１月３０日(日) 

午前１０時 南海高野線 三日市駅集合 

コース 三日市駅前出発 午前３．５ｋｍ 

      午後４．５ｋｍ 三日市駅前着 

参加費 １０００円（拝観料と昼食費含む） 

1111 月月－－1122 月月のの予予定定 

 

１１ 
１１月 ２日（日）東ＹＭＣＡまつり 

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 

１１月２７日（木）大阪ＹＭＣＡチャリティーゴルフ 

１１月３０日（日）阪和部ウエルネスウオーク 

１１月３０日（日）スペシャルオリンピックス 

          支援コンサート 

 

１２ 
１２月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

１２月 ７日（日）大仏マラソン 

奈良春日公園 

１２月１１日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１２月１４日（日）クリスマス例会 

                      

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
１１月は予定表をみても赤い印で手帳が真っ赤に染ま

っている。クラブやＹＭＣＡの行事も目白押しであるが、

会社の行事や催し物も大変多い季節である。 
特に今年は夏から一足飛びに冬が来そうな気配である

し、暑かったり寒かったりで体調の維持に気を使いそう。 
季節の変わり目です。気を付けて体調を壊

さないように・・・・・・・ 
 

－８－ 
 




