
 
 
 
 

 

 

 

２００４年１月報    Vol ３４０ 
 

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】��ヤコブの手紙１章２２節 
御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わる者になってはいけません。 

 

謹んで新年のご祝詞を申し上げます。 
                            会長 田中惟介 

   

新しい年を迎えるごとに あらたな意気込みに燃える訳ですが 今年は事のほか湧き上

がる思いに 熱くなっております。たとえば 皆様に素晴らしい出会いを持っていただく

為にわくわくしながら昨年から企画していること、新しいメンバーをお迎えできること、ク

ラブ標語に乗って 企画実行による達成感を体感できた方々の存在、 あと

半年 どれほどの人たちをこの大きな波に乗せられるか等々。 

どんな絵が出来上がるかと思うと次々とアイデアが湧いてきて頭の中があつく

なります。 

  お付き合いください。それぞれのメンバーからいただくエネルギーが私の背中を

押してくれます。その熱意に誠実にお応えします。あと半年 目に見える足跡を残したいと思

っております。 

覚めた目で見ないで心熱くし 多くの方が私の方を向いてくださることを切望してやみません。今期に

託された クラブ活性化の基礎を皆様と共に築くためにも・・・・ 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ５０名 １２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 ８名 現金 23,500 円 １２月分 １２月分 
会 員 出 席 者 １５名 例 会 出 席 者 ７３名 累計 ０円 ０枚 21,000 円 
メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 ７名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ ２ 月 の 出 席 率 ８０.0％ １２月の全出席者 ８１名 累計 23,500pt ０枚 103,087 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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大阪河内ワイズメンズクラブ   ２００４年 １月報 

  １２月例会報告   
２００３年１２月１４日（日）１５:００～１８:３0 

― サンホーム 6 階 －               記録 望月 強 

   

出席者(敬称略) 
メン 増石・笹川・田中・新本・望月・丸尾・大谷・ 

初田・佐古・横田・山内・岩坂・宮本・藤井・ 
嶌岡・正野・和田林・ 

メネット 田中・初田・望月・新本・伊藤・山内・大藪 
ゲスト&ヴィジター 杉浦英・文子・宍戸秀子・芳澤伸

之(奈良)児玉三千雄・巳壬子・東正美（和歌山）松本三

枝子・松岡虔一（大阪サウス）・松本武彦（ヴェクセル）

今井利子（なかのしま）井上公男（大阪西）笹川奈美・

浮田京子・大谷ゆき・幸輝・田中弘・石田原淳子・

大西保博・石倒英幹・安佳余子・月川智宏・池田真

大・矢野成悟・尾北昇・小椋義連・荒賀めぐみ・坂

之上範子・脇本卓美・横江香津子・菅秀晃・川良昌

宏・松岡祐将・竹菱恭世・大岡育世・多久和裕人・

蛸積香重・田中なな・赤石真弓・池永聡志・岡本依

子・押川綾・小瀬弘之・加納美樹・川端陽介・高山

桃子・中出順子・渡邊諭・中西喬子(サンホーム・ウエ

ルネス・リーダー・その他) 
 

以上 ７３名 
河内ワイズの長い一日 

朝１０時から１２時までは、サンホーム方々と車椅子の

方を交えながら、田中会長、丸尾メン、増石メン、藤井メ

ン、佐古メン、望月メン、伊藤メネットと嶋岡メンが八戸ノ

里駅前で夫々に別れて、街頭募金活動に立ちました。

それなりに成果があがったようです。 

午後からはメンバーが三々五々集まり始め、室内の

飾りつけ、舞台の設営、リハーサルと忙しく準備に汗を

流しました。 

３時からワイズ例会の第一部が始まりました。ワイズメン

とその仲間だけで、型通りの例会がサンホーム２階で行

われました。 

 第二部は場所を６階に移し、サンホームとウエルネ

スと我々ワイズメンが一つになって始まりました。嶋岡メ

ンの司会により、松岡虔一牧師から「響きあう関係」につ

いてメッセージをうけました。私はワイズメンとＹＭＣＡが

響きあえる関係を考えながら聞いておりました。 

  
パーティーの準備の間をロビー展の表彰が行われ、

入選の喜びと笑いのなか、ゴルフコンペの表彰式を

思わせる表彰式でした。 

いよいよ第３部のクリスマスパーティーが始まりま

した。食卓には手の込んだ料理が並べられました。

全ての料理はサンホームの心のこもった傑作です。

美味しいものを食べると自然と話がはずみました。 
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大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００４年 １月報 
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アトラクションは第一弾として河内が誇るメネット合唱団。「クリスマスおめでとう」｢グノーのアベマリア｣飛び入り応援も

あり練習の成果でもあり、クリスマスにふさわしい雰囲気をかもし出していました。 

 
 
第二弾はサンホームスタッフのサンタクロースのコスチュームを着けた踊りをクリスマスソングの歌にのせ面白おかしく

披露しました。 

 
河内のメンの出し物は玉入れですが、新年合同の予行もかねていますので、詳しくは阪和部新年合同まで、乞うご期待！ 

 
最後を飾るのはやはりＹＭＣＡの若きリーダー達です。「アメージンググレース」「オーハッピーディ」を素晴らしいハー

モニーで聞かせてくれました。あまりにも素晴らしいのでアンコールとなり、全員で｢サンタが町にやって来る｣を合唱しま

した。 

 
 
最後を締めるのは河内クラブ恒例のオークション。スタッフの宮本メンと川良スタッフが競うように大きな声とゼスチャ

ーで競上げたり競下げたりで、大いに盛り上がったところでお開きとなりました。 

 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 １月報 
 

 ２００３年 東ＹＭＣＡクリスマス 

 献  品 数  献品者  購入者  金額 

星野仙一ワイン 2 大藪芳教 児玉・和田林 2,301 

入浴剤 3   児玉・東・望月 1,500 

コーヒー 2   岩坂･新本 1,000 

エプロン 3 嶌岡正明 芳澤・山内・横田 3,000 

海苔 2 和田林 800 

カニ缶詰め 2 初田 1,000 

ネクタイピン  

岩坂正雄 

望月 1,500 

日本酒 2 山内・宮本 3,200 

クッキー 5 望月・今井・東 

ぎんなん 5 

杉浦 

児玉・山内 
1,500 

皿  大岡 2,000 

洗剤  
今井利子 

菅 200 

日本酒 2 和田林・笹川 1,600 

皿 2 
正野忠之 

川良 350 

初田・和田林 
タイガースタオル 5 

井上・大藪・望月 
500 

タイガース本  

ティッシュ  

大谷美佐子 

望月 1,000 

おもちゃ  山内 1,200 

大皿  
藤井敬子 

菅 700 

茶托セット  岩坂 1,000 

タオルセット  
佐古至弘 

新本 500 

シクラメン １０ 山内信三 横田 20,000 

ウイスキー  児玉 600 

海苔  児玉 2,000 

白菜・ 3 横田・田中・望月 1,100 

漬け物 5 

新本英二 

リーダー 250 

傘 2 松岡 1,000 

時計  望月 1,500 

入浴剤  

初田稔 

杉浦 1,200 

紅茶セット  多久和 2,200 

コーヒーセット  和田林 2,300 

お菓子  田中 2,000 

ワイン  

横田憲子 

松本 1,500 

タオルセット  宍戸秀子 児玉 1,100 

望月・松岡 
マット 4 

岩坂･田中 
4,500 

ペン立/鉛筆 3 

和田林杉江 

山内・松本・望月 2,100 

帯揚げ帯ｼﾒ  笹川桂子 杉浦 2,000 

スカーフ    初田 1,500 

バッグ    横田 1,000 

マグカップ  

コーヒー  
和田林 1,600 

化粧品  

望月強 

新本 800 

カリン １０ 井上公男   1,000 

商品・購買者不明       3,900 

  合計 80,001 
 
当日は混乱していまして献品者や購買者の名前が記載されてい

ないと思われますが、お許し下さい。 
 
 

 

オークション集計表 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

さあ～！高く買ってね！  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よっしゃ！それ買った！  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 これは手作りで他所には絶対ないよ 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

そこのお姉ちゃん声が出てないよ    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
沢山のお買い上げ有難うございます。 

この売上の半分は東ＹＭＣＡのクリスマス献金

に捧げます。 はよこおてえなあ ボク困っちゃう 
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２９期 第６回役員会報告  

２００３年１２月１１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 IBC DBC 

 

出席者 初田・笹川・横田・佐古・増石・田中・宮本 

 

１月例会 １月１５日（木）・サンホーム 

 

担当；クラブ役員 

田中・初田・藤井・増石・横田・笹川・佐古 

宮本・正野 

 

プログラム  賀詞交換・懇談・入会式・他 

 

 

例会役割分担 

 司会    初田   聖句朗読  佐古 

 食事手配  田中   食膳感謝  佐古 

 ニコニコ       横田。笹川 

 

ブリテン原稿 

 役員会報告       田中  

例会報告        初田 

 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 田中メネット 

 にこにこ語録      増石 

 

 

審議事項・連絡事項 

 

クリスマス会・最終確認 

新入会員紹介文至急回覧 会員に送付 

チャリティーロビー展￥29000 例会で献金 

チャリティーラン評価会報告 

時期役員選考委員会・至急告示 会員に送付 

次期会長申請時期 区の要求が早まっているが従来 

通り 2 月に信任選挙を行う 

新年合同例会プログラム確認 

2 月例会プログラム TOF 

１泊研修・宿予約の件 早めに当たっておく 

白のケープ謝礼 ￥10000― 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

写真の講評をして下さる大西保博先生 

第 3回ロビー展 報告  
                     増石 広之 

今回はチャリティ写真展を行いました。12 月 1 日から

14 日まで展示をしました。外部への PR が不足していた

のか、申し込み締め切りの 1 週間前で 10 点くらいしか応

募がなくて、各クラブへ改めてお願いにいかんならんと思

いました。阪和部はメンバーにPRに行ってもらったクラブ

もありますが、例会の終わったところや今月は例会がな

いクラブ等があり、個別にお願いをするしか無いと思って

いました。 

ロースターを見ていると、中西部の日程が丁度良いで

はありませんか。早速電話をして西クラブ、セントラルクラ

ブ、土佐堀クラブ、ベクセルクラブへ行って応募をお願い

しました。その結果、中西部 5 クラブ、阪和部 6 クラブより、

58 点の出展をいただきました。 

審査は(1)外部の先生にお願いする。(2)来場者の投

票 の 2 本立てで行いました。今回は美術家協会の大西

先生に大変お世話になりました。賞品の提供もお願いを

した方は気持ちよくご協力をして下さいまして、盛り沢山

の賞品があり、チャリティの金額も29,000円と多額の献金

を YMCA に捧げる事ができました。 

これも皆様のご協力のお陰です。有り難う御座いました。 

入賞者（敬称略）  

阪和部長賞    大谷正次郎  堺・一般 

阪和部長賞    増石 広之   河内 

メネット主査賞   今井 利子   なかのしま 

伊藤賞       湯浅禎也    西 

クラブ会長賞   井上 公男   西 

実行委員長賞   児玉三千雄   和歌山 

入選         初田  稔    河内 

入選         田中 惟介   河内 

入選         綾   暁子   河内・一般 

佳作         吉田 全孝   サウス 

佳作         佐々本厚生   和歌山 

佳作         松本 武彦   ヴェクセル 

佳作         芳澤 伸之   奈良 

グループ賞     福永  勝   土佐堀 

   

 

 

 

 

 

 
入選しちゃつた・・児玉メネット 

 

 

  あなたは・・増石委員長 

 
あら！私もメネット主査賞よ・・今井さん 
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サンホームの新年行事 

１月３日（土）の特養新年会、４日（日）の特養初詣が予定されています。新年会は昼食

をご家族と一緒に食べながら、新年をお祝いします。初詣は、ご希望者がなるべく多く参

加できるように、近くの神社に新年のお参りをする予定にしております。初詣は一緒に参加

していただける方大歓迎です。ボランティアとしてご一緒してください。 

 

年末は２１日（日）にクリスマス昼食会、２８日（日）にお餅つきが行われ、２００３年の諸行事を終えました。 

 

 

「第 4 回レインボークラブ」ボランティア募集 

1 月１１日（日）第４回目の「レインボークラブ」が予定されています。今回はサンホームで「食事・歌・ゲーム」が

中心のプログラムになります。当日１０時～１４時ぐらいでご協力いただける方、東ＹＭＣＡまでご連絡ください。 

 

 

東ＹＭＣＡ街頭募金感謝 

１２月７日・１４日・１９日の三日間にわたって東ＹＭＣＡ

クリスマス献金の街頭募金が行われました。クリスマス献

金実行委員の皆様をはじめ多くの方々のご協力で

74,567 円を集めることが出来ました。ご協力を感謝いたし

ます。1 月末日まで、クリスマス献金をお願いしております。

お忘れの方よろしくお願いをいたします。 

 
 
 
 
 

 

 

 
「新年明けましておめでとうございます」 
 
  
 
 

今年は申年です。猿にちなんで、賢く器用に生きれるように心がけたいですね。 

さて、ウエルネスも年末のプログラムも無事終了し、３学期に突入しております。 

スタッフ各々が新年の抱負を出しましたので、ご紹介いたします。 

 

宮本 「いらん事は言わざる。誘惑は聞かざる。大酒は飲まざる？」 

  スタッフ一同 「無理無理！」 

川良 「Made In シンガポールのジュニア作成！ダーツ！」 

スタッフ一同 「将来は K－１戦士ですか？」 

脇本 「狙いは G－１！マン馬券！」 

スタッフ一同 「馬主を狙う方が早いのでは？」 

菅  「虫歯ゼロ対策につきます」 

スタッフ一同 「総入れ歯にならないように頑張れ！」 

大島 「キャンプが私を呼んでいる！」 

スタッフ一同 「えーつ本当ですか？宮本スタッフ、ピーンチ！」 

 

今年事務所の人事体制も変更されますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

そして、ワイズメンズクラブにもご多幸がありますように。 

                                                             宮本 修司 
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新年おめでとうございます 

 

メネット会長 田中加代子 

 

２回目のメネット会長をお引

受けして 半年が過ぎ，新しい

年を迎えました。 

阪 和 部 メ ネ ッ ト の 集 い と 東

YMCA 祭りのフライドポテト販売

が楽しく心に残っています。ワイ

ズへは両親の介護の合間を縫

っての参加ですが、それが次への活力剤となってい

る様に思います。 

１１月２７日に初孫が産まれました。その誕生の瞬

間の小さな体の大きな産声を聞いたとき、この地球が、

日本が平和であり続ける事を願わずには居られませ

んでした。 

あと半年、大きな行事も残っています。メネットの皆

様のさらなるご協力、よろしくお願いします。 

 

お詫びと訂正 
１１月報の「河内クラブと私」の中で府立大阪整

肢学院の入院者の年齢が間違っていました。 

６歳～８歳となっていましたが、６歳～１８歳ま

での誤りでした。お詫びして訂正いたします。 

編集子 

 

 

 

 

連載ＮＯ ６ 
 
「河内クラブと私」 

 
「雑感」 

新本 力子 
 
 １２月号ブリテンの望月さんの文を読み、畑でとれ

た大根葉をきざみ漬けにしてみました。メネットがそれ

ぞれお料理を一品づつ作れば、持ち寄りの食事会も

出来るでしょう。 

河内クラブができてから２９年になろうとしています。

年月の早さに驚いています。歳を取っても気をしっか

りともって元気で過ごそうと思います。月に一度の例

会にメネットの皆様に支えていただいていることを実

感し感謝しています。 

庭に果物のキウイを植えて２０年になり、毎年５０個

ぐらい取れます。キウイは充分成熟した後に収穫し、

しばらく休ませます。食べる前にリンゴ等他の果物と

一緒にするとおいしくなります。人間の気の流れもこ

れに似たものがあるのでしょう。 

クリスマス例会にメネットは「アヴェマリア」を歌いま

したが、サンホーム理事長の松岡先生、横田さん夫

妻はじめ予想以上の大勢の人と声をあげて歌いまし

た。リーダー招待の７０人のクリスマス会は本当に楽し

い嬉しい会でした。大勢で賑やかなクリスマス会を行

って元気をまた一ついただきました。参加者の皆さん

有難うございます。笹川さんのお嬢さんには、「アヴェ

マリア」のご指導にご尽力いただき心よりお礼申しま

す。 

 

 

例会スナップ 
 

 
清しこの夜 星は・・・・・  

 

 
なにがなにしてなんとやら？？？？ 

 

 
あらまぁ～お久し振りネ。積もる話も・・・・・ 

 

 
よくいらっしゃいました。遠来のお客様 

－７－ 
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HAPPY BIRTH DAY             WEDDING ANNIVERSARY 

望月  強 １９３９年１月 ２日生         大谷美佐子＆璋幸夫妻  １月１７日 

田中 惟介 １９４４年１月 ３日生     

望月 治子 １９？？年１月 ５日生 

大藪 暢子 １９？？年１月 ８日生 

笹川治太郎 １９３８年１月２４日生 

宮本 由美 １９？？年１月２４日生 

山内 信三 １９４３年１月３１日生 

 

 西日本区通年強調
地域活動をする折には、ワイズのパンフレットも、

マスコミ、マスメディアにもアプローチしましょう
 

 西日本区強調
IBC.DBC を締結しよう。BC との具体的な交流プロ

との交流を再開しよう。            

  

 

阪和部新年合同例会 
 

日   時  ２００４年１月１０日（土）  

１２時３０分～１５時００分 

場   所  都ホテル 大阪 
        大阪市天王寺区上本町６丁目１－５５ 

           電話 ０６－６７７３－１１１１ 

会   費  メン・メネット・コメット ９０００円 

プログラム    

例会セレモニー 
パーティー（着席ブッフェスタイル

新春の舞 

ワイズビッグマジックショウ 

阪和部各クラブ パフォーマンス 

 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

  

ククララブブ次次期期役役員員選選考考中中  
  

選選考考委委員員かからら次次期期役役員員ににつついいてて依依頼頼ががあありりまましし

らら、、断断ららずずににおお受受けけししてて下下ささいい。。  

  

  
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 

今年も１月例会があります・ 
 

今年も１月例会を行います。半期の活動について

評価と反省。残りの半期についての抱負、予定をじっく

と話し合いたいと思います。 

新年合同例会に出席出来ない会員は、出席してい

だいて新年のご挨拶をいたしましょう。 
 

 

 

目標 Public Relations  
自クラブ案内も配布するように心がけましょう。地域の

。         遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

月間  IBC・DBC   
グラムを計画し実施しよう。連絡の途絶えている BC 

          谷本 秀安 交流事業主任（東広島） 

） 

たた

の

り

た

 

  

１１月月－－22 月月のの予予定定 

 

１ 
１月 ５日（月）大阪 YMCA 新年互例会 

        大阪 YMCA 土佐堀会館２階ホール  

１月１０日（土）阪和部新年合同例会 

都ホテル 大阪 ４階 浪速西の間 

１月１１日(日)～１２日（月）次期役員研修会 

        六甲 YMCA 研修センター 

１月１５日（木）第１例会 サンホーム 

クラブ半期の活動と反省 

１月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

２ 
２月 ６日（金）第２例会 サンホーム 

２月１９日（木）第１例会 サンホーム 

TOF 例会（タイムオブファースト） 

次期役員選挙 

２月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
明けましておめでとうございます。 
 
少し前に新任の挨拶をしたと思ったら、もう半期が過ぎ

てしまいました。２９回目の新年のご挨拶をさせていた

だきます。来年は３０周年が控えています。 
皆様、元気で３０周年をむかえましょう。 
今年もよろしくお願いいたします。 

 
 
 
 

―８― 
 


