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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） 
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８章１５節 
良い土地に落ちたのは、立派な善い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。 

 

今 ここを 見よう 
                                    会長 田中惟介          

  私事ですが 危険な状況です。 
忘れていたことは 思い出せば良い。 が 記憶の一部が欠落してしまっているのはとても困ったことの予

兆なのだ。１２月と１月の例会、立て続けて起きた。飲んでもいないのに・・・ヤバイぜ。 

 しかし 昨年２月の例会のことは、今期の最も重要な出発点であるから しつっこく憶えている。危険な

状況に踏み入っていない諸兄も忘れてはいないだろうと思う。思いたい。地引網を例に 諸兄が夫々の

持ち場で 働き人であってもらいたいとお願いし、その契約の元で お役をひきうけたことを・・・ 

 ２月、次期役員がめでたくも スムーズに決定する。これからの３年間、我がクラブにとって重要な役回り

や行事が続く。中心で働く人、それを全力で支える人が手を抜くとクラブ存亡に関わる 危険な状況に陥ること

を心して頂きたい。 

 今月も含み あと 5 ケ月 能力（ちから）を出しきって達成感を持つことの心地よさを共に味わえる（またまたしつっこい

ようですが皆様と共にですぞ！！）機会の多からんことを・・・・・ 

 

 
会 員 数 ２４名 ゲスト＆ビジター        ５名 １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 ２名 現金 4,500 円 １月分 １月分 
会 員 出 席 者 １９名 例 会 出 席 者 ２７名 累計 ０円 ０枚 30,400 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ 月 の 出 席 率 ９０.0％ １ 月 の 全 出 席 者 ３６名 累計 34,000pt ０枚 133,487 円

 

 

 

 

 

前月の出席率訂正 ８０％を ９０％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/ 

 

－１－ 



大阪河内ワイズメンズクラブ   ２００４年 ２月報 

  １月例会報告   
２００４年１月１５日（木）１８:３０～２０:４５ 

― サンホーム 6階 －               記録 初田 稔 
   

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・中野・石田・芳澤・伊藤 

メネット 初田・望月・ 
ゲスト&ヴィジター 杉浦英・文子・宍戸秀子・(奈良)・

吉田全孝（大阪サウス）・今井利子（なかのしま） 
 

以上 ２７名 
 

２  

 ２００４年の新年になっての初

めての例会が開催されました。永年、

新年の通常例会は開催されていま

せんでしたが、阪和部の新年合同例

会に参加されないメンバーとの顔

合わせが２ヶ月近くご無沙汰とな

るので、昨年から始まっています。 
 
新年のご挨拶

で格調たかく、

前期の経過と後

期の予定、案内

をする田中会長。

人は指を指す方

向を見ないでそ

の指先を見る。

本当はその指の

指している向こ

うを見て欲しい。

しかし、指先だ

けでも見てくれれば良しとしよう。  
今月は待望の新入会員 石田纎一さんと転入会員 

芳沢伸行さんがありました。田中会長も杉浦阪和部

長のメンバー３名増員の約束が果たせてご満悦の表

情でした。 
 

 
入会式文を読む 田中会長 

   
転入会者 芳澤さん    新入会者 石田さん 

 
お揃いで記念撮影 

 

 サウスクラブからは新年合同例会で司会をされた

吉田全孝さんが合同例会参加のお礼と、２月１４日

（土）に行われる「サインポスト」のアピールにお 
いで下さいました。沢山のご参加をお願いいたしま

す。 

 
 
今月はゲストスピーチの代わりに「ビデオ」鑑賞

を行いました。テレビ長崎のドキュメンタリー番組

「道ゆきて －ある僧侶の一年－」から長崎の住職 

金子真介さんが、生と死を見つめ奉仕活動について

の実践と実母の看護、死を見届けるまでの生き様は、

ビデオを見た参加者に涙と素晴らしい感動を与えま

した。今年の４月例会のゲストスビーカーとしてお

招きする予定です。直接金子真介さんのお話を聞い

て新たなる感動に浸りたいと今から期待しています。 

 
 
次期役員の選考も進んでいるようですが、選考委員

から要請があれば断らずにお受けして下さい。クラ

ブは役が人を求めていることを自覚して、ご奉仕を

お願致します。 
－ －
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にこにこ語録 （敬称略） 

吉田（サウス）横田さんのマジック素敵だっ

たですよ。練習もしっかりやってられまし

たものね。本日はどうも有難うございます。

これからも宜しく。芳澤さんよろしくお願い

します。 

岩坂 お二人の入会おめでとうございます。今日は好き

な俳句の本が、手に入りましたので、本代として入れさし

て貰います。今日のビデオの話、身につまされることがあ

りまして、介護をする方もされる方も色々と有りますが、両

方共にお幸せやなかったかと思います。  

正野 激動の 1 年が過ぎまして、今年は心機一転、２つ

目標を立てました。それは語学を身につけたいと思いま

す。その第一弾として、手話を身につけたいと思いまし

て、来週サンホームの、無料手話教室に参加したいと思

います。  

宍戸(奈良) 今日は部長さんとメネット主

査さんのお供で参りました。今日はうちの

(奈良)の芳澤さんがこちらへ転会される

ので転会を見届けにきました。奈良と河

内は仲良くして頂いてましたが、これから

もよろしくお願いします。 

今井 (なかのしま)今日はお誕生祝有り難うございました。

今のドキュメントで思い出しました。食産法の会という、河

内長野の野草を集めて七草粥を作り、皆に食べて貰うと

いう会をしています。その七草の一部を頂いてきて、8 日

に平野町の三井さんにお届けにいき、お粥さんを作って

元気になってねといって帰ったんですがそれから 3 日た

ってお亡くなりになり、最後の訪問者という事です。何か

死というものをもう少し考えてみたいと思いますが、それ

までは Ys ・Ys で過ごしたいなと思っています。  

増石 先ほどのビデオでみえこお婆さんが骨折された場

面がありましたが私は５８才の時に足を折りましたが今は

直っています。私のお袋も９２才のときに骨折をして寝た

きりになって間もなく亡くなりました。みえこお婆さんとお

袋がだぶって、年がいってからの骨折は直りにくいので

気をつけたいものです。  

初田 私のお袋はわたしが１２才の時に亡くなりました。

今年の２月に 50回忌をするんです。けれど親の 50回忌

が出来るという事は、小さいときに親を亡くして居るという

ことで寂しいことなんです。最後の法事なので行ってきた

いと思います。死というものを今まで余り考えたことがな

いんですが、此の年に成ってきますと、そろそろ考えんと

いかんかなと思っています。が今井さんもおっしゃった様

に元気なうちは Ys ・Ys・YMCA で過ごしたいなと思って

います。  

杉浦メネット主査 今日は私の甥の芳

澤が、河内クラブのメンバーになりますの

で、いいワイズメンとして河内クラブで成

長してくれることを心から願って参りました。

本当にやさしい人なんです。サンホーム

の方でも、お手伝いをしているようですけれども、河内ク

ラブの皆様どうかよろしくお願いいたします。今日はそれ

と本当に素晴らしいビデオを見せていただきまして、先

程から涙なんです。生前の母の姿と全くいっしょの場面

をビデオで見せていただきました。私は洗礼を受けて 2

年になりますが、これはワイズメンのなかで決意したこと

なんです。私は長男の嫁として、曹洞宗の仏壇を守って

いる家に居ります。主人が三松寺の檀家でもありながら、

私といっしょに日曜日には礼拝に来てくれるんです。何

時も主人と仏教とキリスト教との原点は一緒だと話してお

ります。信仰は同じだと今ビデオをみせて頂きよくわかり

ました。何か涙が止まらなかったです。又4月にお話をき

かせていただけるのを楽しみにしております。 

田中会長 去年の新年会の時は、羽織袴で正月らしい

雰囲気に持っていったんですが、自分が会長の時には

出来ませんね。気恥ずかしくって。更に悪いことに、正月

から湿っぽいビデオを見ていただいたんですけど、 真

介師のお話を聞いていただきたいとずっと思っていたの

です。ビデオにも有りましたように明日の命も分からない

わけで４月に真介師が又私が元気で居るか分からないし、

どうなるかもしれませんけれど役員会で、どんな例会の

持ち方をしたら良いかを検討していきたいと思います。 

杉浦部長 去年の 8月 18 日に母が 

今のビデオと同じような様子で 95 才

で亡くなりました。私の家は曹洞宗で

すけれど、ワイズの関わりで聖公会に

行っていますし、毎朝晩必ず仏壇に

お参りしています。仏教とキリスト教の

ええとこ取りをしてるみたいですが金子さんのビデオを見

て感動しました。 

石田 会員に加えて頂き有難うございました。先ほどのビ

デオを見て感じたことですが，縁があってこの世に生ま

れ 縁があってメンバーに入れて頂きました。縁起無我と

言う言葉があります。縁があって物事が進み、事が成功

し納得すると言うことの中で 我を捨てよ そして懸命に

邁進せよと言う事だと勝手ながら理解し使っています。

平成 4 年と 6 年に両親を見送り、その後 妹と兄も送りま

した。私のところは親子 5 人でした。兄妹の分も生きない

かんと最近思うようになりました。良い生き様をしたいし良

い死に様をしたいと常々考えるのですが、煩悩を持って

います。けれど自分で悩み事を作って生きるのが生きて

いる証拠やないかと考え 苦労しながら成し遂げると言う

生き方が私は大好きなんです。人生は挑戦であると、政

治も経済も挑戦であると考えています。挑戦することが私

の生きがい、それが長生きできる基ではないかと最近こ

のように考えております。今後ともどうぞよろしくお願いし

ます。 

望月 今、石田さんに格調高いお話をしてもらいました。

何年か前に田中会長が私の介添えで入会されました。

騙されたとか言いながら何年か後に今度は石田さんがあ

の会長席に座るんです。そのとき私はこっちで聞くほうに

まわっています。 

芳澤 ワイズに入会して 2 年半ですけれど、殆ど活動で

きなかった奈良クラブの皆様には申訳なく思っています。

仕事柄サンホームの方に、毎日のように寄せて貰ったり

笹川さんと喫茶ボランティアしたりする内に、ここでのつ

ながりがライフワークの様な気がしてきました。これから河

内クラブで新たなるスタートをしたいと思います。 

サンホームに来てる回数は嶌岡施設長より多いと思いま

す・・・(笑) 

新本 渋い発言をする新人が現れました。               
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元日に初日の出を見る会があって千刈の 524ｍの山に 1

時間かけて登りました。1000 人程の人出でしたが、日の

出は見られないと思って先におりました。家に帰ると太陽

があがってきました。古き者が過ぎ去り新しき年がきたと

言うことで気分爽快でした。 
伊藤 最近ワイズは何か理論とか良質

のワイズになれとかエリート方向に行っ

ているような気がするんですが今日の

お話を聞いたり前の井堂先生の話を

聞くと、奉仕とか人のために働くという

のは現場で働くことが第一で、そこで

感動が生まれ原動力になるのやない

かと思いました。 

大谷 主人も長い闘病の中で亡くなっ

たのですが、子供の成長の中で家族

の絆の大切さを教えてくれましたことを

感謝しています。有難うございました。 
初田メ 仏教だろうとキリスト教だろうと、

とにかく仲良くして行ったら、世界は平

和なんと違うかなぁと言うのを見せて頂きました。 
望月メ 良いビデオと誕生祝を有難う御座いました。 

嶌岡 私事ですが、家内の母親が病で、告知するかしな

いか兄弟が何回も集まって話し合っても結論が出ません。

今日のビデオで生と死を考えさせられました。このビデオ

をお借りしてもういちどしっかり考えようと思っています。 
宮本 去年 横浜 YMCA での転倒防止の研修に行かせ

て頂きました。寝たきりになる第一の原因が転倒です。私

の下に大阪でインストラクターが10数人います。河内ワイ

ズでもよろしければプログラムを実施させて頂きます。 
丸尾 今日は入会式が行われるという事で参りまして、プ

ログラムでビデオ鑑賞という事になっていますが内容に

ついては存じ上げませんでした。ご尊家様は大法要を滞

りなく終えられたようで、ここにお供えをひとつ・・・ 
佐古 皆様おめでとうございます。何分会計をしています

と 話を聞く間もご飯を食う間もないのですが そんな間

にビデオも見せてもらって、こんなビデオを見んならんよ

うになって河内クラブも年行ったんやなぁと。それで天国

に行く準備をしながら、75 才までワイズと共に頑張りたい

と思っています。 
藤井 遅れてきてすみません。いろんな

お話を聞かせて貰いました。またまた丸

尾さんのあとで何かうまく言おうと思った

のですが 思いつきませんでした。 

 
横田 先日レインボークラブの方で少し

お手伝いさせて貰って、声かけで何を

喋れば良いのかと最後まで悩みました。

まだまだ学ぶことが多いと思いました。 
笹川 去年の１月に自分の生い立ちを

話させて頂きました。今年１月又こういう

風な生と死と言う重いテーマではあるん

ですが、このお話はいいなと思って聴いてます。生きると

言うことはすごく大変なことなんだと・・。喫茶ボランティア

をさせて頂いて５・６年になります。その関わりから芳澤さ

んと言う素敵な男性が河内へ来てくれたこと とてもうれし

く思います。ありがとう御座いました。 

２９期 第７回役員会報告  
２００４年１月２２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 ＴＯＦ ＣＳ 

 

出席者 中野・佐古・嶌岡・増石・宮本・田中・初田・ 

横田・正野 

２月例会 ２月１９日（木）・サンホーム 

担当；Ｂ班伊藤・笹川・初田・箕浦・山内・横田・和田林 

プログラム   TOF・役員選出 ミニオークション 

例会役割分担 

司会 笹川   聖句朗読  初田 食事手配  伊藤   

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  田中惟介 例会報告  伊藤圭介 

 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  中野メネット にこにこ語録 田中惟介

審議事項・連絡事項 

☆ 2 月例会プログラム TOF 

☆ 次期における次次期理事候補 受付中 2/15 まで 

☆ クリスマス献金支援のためのミニオークションを２月例

会で実施する 

☆ 新入会・転入会者の所属班を次の通りとする。 

石田君＝A班・芳澤君＝C班 

☆ 役員選挙の為の委任状をブリテンと同封する。 

☆ ３月例会プログラム検討 

☆ 4 月の 1泊研修の会場候補検討継続。 

☆ ユースコンボケイションの希望者 無し 

☆ 川良君・シンガポール出向に２月例会で餞別を送

る。 

☆ ＣＳ資金援助申請 西日本区に受諾されました。 

４月のらくらく登山に向けての準備が必要である 

 名の無い会に名が付きました  
昼間に定例会として、名前の無いまま集まって半年が

経過しました。そろそろ名前がほしくなりました。以前から

話し合っていました候補に上った名前も色々ありました

が、決定するに至りませんでした。昼間に開く会を表す

午餐会として、頭には、河内ワイズ・ＹＭＣＡ・とサンホー

ム等の名前をつけてはどうかと意見がありましたが、将来

地域に根差す開かれた会合にしたい希望がありまして、

結論的には河内午餐会に決定しました。 

 

 

大阪河内ワイズメンズクラブ 

        
場所 サンホームロビー 

 

 

次月からは例会後の次週の火曜日に開催します。次回

は２月２４日火曜日になります。時間は１２時半から２時ま

で予定しています。 

午餐会がレールからハズレ「誤算」とならないように頑張り

ます。１月の出席者 田中会長 箕浦 嶋岡 宮本 望月

－４－



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 ２月報 
 

 

２００４年 新年合同例会報告 
報告 横田憲子 

２００４年のすばらしいお天気に恵まれた三が日、良い

お正月を迎えられたであろう １３０人ものワイズが上本町

のホテルに集い、阪和部新年の挨拶をにぎやかに交わ

された。 

 女性の着物姿も見受けられましたが、その中で 阪和

部メネット主査である杉浦文子さんが河内のクラブの私

達にいつもの笑顔で近づいてくださり、くるりと後ろを向

かれ「これを覚えておられますか？」と身につけておられ

る帯を誇らしげに見せながらおっしゃいました。私達河内

クラブのメンバーは、２年前のクリスマスオークションを忘

れていなかったのです。笹川メン提供のオークション献

品を杉浦メネットがお買いあげ下さった帯でした。そして 

帯揚げと帯ｼﾒは昨年のクリスマスオークションに同じく笹

川メン提供で、杉浦メネットは着物ととても上手に合わせ

られ、笹川メンに早くお見せしたいと待ちかまえておられ

たのです。杉浦メネットが上品に着こなしておられる着物

姿に、河内クラブのオークションの広がりと大切な心のつ

ながりを感じました。笹川メンはご主人と共に参加され 

楽しそうに杉浦メネットと語られていました。 

 一部は式典が行われ、一部終わりでは大阪サウスクラ

ブの鷲谷糸津子さんによる清元｢青海波｣の新春の祝舞

で、阪和部の美しく引き締まった２００４年のスタートがき

っておとされました。 

 二部の懇親会は おいしい食事と横山軍団によります

ビッグマジックショウと各クラブ出し物・アピールを楽しみ

ました。 

 三部の閉会は次期阪和部長の永井康雅メンの点鐘で

終わりました。ホストをしていただきました大阪サウスクラ

ブの皆様、楽しい合同例会をご準備いただきありがとう御

座いました。尚 河内クラブの皆様 ２００５年は私達がホ

ストをする役割です。 よろしくお願いいたします。 

 

大阪河内クラブ参加者 
伊藤圭介・石田鐵一・岩坂正雄・新本英二・丸尾欽造・望月強・

望月治子・笹川桂子・笹川治太郎・・田中惟介・田中加代子・増

石廣之・山内信三・初田稔・初田真佐子横田允宏・横田憲子  

 

新年合同例会 スナップショット 

 
美人のお揃いでお迎え 

  
司会の松本さんと吉田さん    杉浦部長のご挨拶 

 
藤村会長の歓迎のご挨拶 

 
何が出てくるのか期待の皆さん 

    
鷲谷さんの艶やかな舞姿 

 
ウサギ会のメンバー記念写真 篠田さんお元気で 

 
参加者の記念写真 

 

－５－



大阪河内ワイズメンズクラブ  ２００４年 2月報 
 

-６- 

 
 

  
ボランティアセミナー「自分をみつめる 相手を知ろう」 
   つながりを深めるコミュニケーション 
   2月 15日（日）13時 30分～15時 
   お互いの考えや思いを理解しあうために！！ 
   参加をお待ちしています。 
 
ふれあいサロン 
  東 YMCAのクリスマス献金を使用して、地域の高齢者への支援プログラムです。 
  2月 29日（日）サンホームで行ないます。 
  館内での地域の高齢者との交流プログラムです。 
  ボランティアとして参加していただける方を募集しています。 
   
サンホームは年末年始、さまざまな行事がありました。 
  12月 21日（日）クリスマス家族昼食会 
  12月 28日（日）お餅つき 
  1月３日（土）家族そろって新年会 
  1月４日（日）初詣 
  12月 15日～  サンホーム入所者の思い出の写真を展示中です。       

 

 

 
「ご褒美ワッペン！」 
 
２００４年早くも２月ですが、まだまだ寒い日が続きますね。皆様

おかわりございませんか？ 

ウエルネスは２００３年度のゴールがチラチラと見えはじめてきている中、１年間の締めくくりの報告を控えて忙しい毎

日を過ごしております。２月も寒空の下、サッカー大会、野外合同例会、地域子ども会のゲーム指導等、日頃のプログ

ラム以外の行事も盛りだくさんです。更に、3 月の年度末に向けて今年度の評価や報告、次年度プログラムの案を作成

している状況です。さて、東ＹＭＣＡではサッカークラス、体育、野外活動が主たるプログラムですが、スキーや体育プロ

グラムではワッペンにて評価をしているのはご存知ですか？英検や剣道等では級制度を導入していますが、その制度

をＹＭＣＡではワッペンに置き換えて、子ども達に解かりやすく親しみやすく表示しています。子ども達にはご褒美とし

て渡していますが、中にはたくさんのワッペンを持っている子どもも居られます。「僕・・のワッペンやから次は～のワッペ

ンもらうねん！」と希望を言ってくる子どももいます。 

ここですこしワッペンの紹介をいたします。1 つのワッペンには色んな内容や意味がありますが、詳しくはスタッフまで

お問い合わせください。なかなかユニークなワッペンもありますよ。 

 

ＹＭＣＡワッペン 

 スキー 体育（動物） 体操 水泳 

1 富士山  3,776ｍ ひよこ レッド カニ 

2 アイガー 3,970ｍ リス オレンジ タコ 

3 マッターホルン 4,478m うさぎ イエロー クラゲ 

4 モンテローザ 4,634ｍ パンダ グリーン タツノオトシゴ 

5 モンブラン 4,807ｍ モンキー スカイブルー フグ 

6 キリマンジャロ 5,895ｍ カモシカ ネイビーブルー サンマ 

7 マッキンレー 6,194ｍ カンガルー パープル トビウオ 

8 アンナプルナ 8,091ｍ ヒョウ 銅 カジキマグロ 

9 マナスル 8,163ｍ トラ 銀 サメ 

10 エベレスト 8,848ｍ ライオン 金 イルカ 

 

種目によって、様々な題材をワッペンの種類にしていますが、面白いものですよね。（ちなみにスキーワッペンには標

高を載せてみました。）現物がＹＭＣＡにありますので、是非ごらんください。ちなみに体育で「ひよこ」のワッペンにも達

しないお友達には｢たまご｣のワッペンがあります。このワッペンはレア物ですよ。          宮本 修司 



大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー  ２００４年 ２月報 
 

７  

 

 
連載ＮＯ ７ 
 
「河内クラブと私」 

 
田中 加代子 

ワイズメンって何？ 賢い人？ 

こんな風だったのに｢亭主の好きな赤烏帽子｣に付

き合って11年の歳月が流れました。最初の頃は余

り積極的ではなかったのですが、例会に出席して

いるうちに先輩のメネットさん方に親切にして頂き、

多くの人達との出会いがあったりして私も少しずつ

クラブになじんでゆきました。 

 5 年前にメネット会長をお引受した時は皆さんの

ご協力により無事に役目を終える事が出来、フラワ

ーアレンジメント、リース作り等に取り組んだ事が懐

かしく思い出されます。 

 私の河内クラブとの関わりは 30 年間近く歴史の

あるクラブの 1/3 ですが、この間随分変化しました。

東Ｙがサンホームの中に移りました。そして会員の

減少と年令の上昇です。（子供の話から孫の話へ

となりました） 

 しかし今、東Ｙ、サンホーム、ワイズ三者揃っての

年数回の行事も定着しつつあり、入会時とは違う

「みんなで・・」と言う方向に行っているのはなんだ

か嬉しい気がします。私自身のまわりも色々と変化

しましたが これから先も例会にはなるべく出席す

るよう務めたいと思っています。 

 亭主の好きな赤烏帽子が赤いちゃんちゃんこに

なった今もやはりクラブには積極的ではないので

すが皆さんとボチボチやって行ければと思ってい

ます。これからもよろしくお願いします。 

 

 

 

 

合同例会スナップ 

 
 

 
いずれ牡丹か杜若 

    

 
ごちそうさまです 

 

石田さん入会おめでとうございます。次回は奥様もご一緒に 

 

  
 

横田さんのマジック。いつから練習されていたのでしようね。大

変お上手でした。 

 

 
あぁ～、美味しかった。満足です。 

 
河内のパフォーマンス。メンとメネットの玉入れ競争。メネットの

完 勝 。 田 中会長は こ ん な 晴れの舞台で も お掃除

を？？？？？。

－ －



Ｙ’s Ｍｅｎ’Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ  February  ２００４ 

HAPPY BIRTH DAY             WEDDING ANNIVERSARY 
石田 鐵一 １９４１年２月 ２日生          丸尾欽造＆初子夫妻  ２月 ３日 

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生         伊藤圭介＆玲子夫妻  ２月 ４日 

丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生  

                     

                     

 

 

 西日本区通年強
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
 

 西日本区強調
ＹＭＣＡの理念より生まれたワイズ活動のＣＳ

（ＣＳ援助資金活用）。その原資となるＣＳ資金

ＯＦ（断食の時）でＦＦ（ファミリーでＴＯＦ）

                      

  

 

今今月月ははククララブブ次次期期役役員員選選挙挙でですす  
  

ククララブブ運運営営でで一一番番大大切切なな次次期期役役員員のの選選挙挙月月でですす

全全員員のの出出席席ををおお願願いいいいたたししまますす。。どどううししててもも出出

出出来来なないい場場合合はは、、そそのの理理由由をを明明記記しし、、会会長長ああてて

委委任任状状とと共共にに提提出出ししてて下下ささいい。。  

  
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

  

年年賀賀葉葉書書切切手手当当選選番番号号  
  

下下二二桁桁  

１１００，，４４３３，，８８３３  でですす。。  

当当選選葉葉書書はは切切手手シシーートトにに交交換換ししてて例例会会時時ににごご持持参参

だだささいい。。  

今今年年のの目目標標  

ＣＣＳＳ年年賀賀切切手手  一一人人／／１１８８００００円円でですす。。  

ＴＴＯＯＦＦ資資金金    一一人人／／１１８８ドドルル（（１１月月１１日日レレーートト

ＦＦＦＦ資資金金      １１家家族族／／１１００００００円円  

ととななっってていいまますす。。皆皆様様ののごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす

  
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
 

イラン大地震支援街頭募金 
 

阪和部と中西部が合同で街頭募金を行います。 

会長より詳しいご案内があると思われますので、皆

ご都合のつく限り参加して、ご協力をお願いします

予定としましては２月１１日（祭）を予定しています。

 

 

―８― 
 

 
        新本英二＆力子夫妻  ２月 ４日 

        藤井敬子＆ 中夫妻  ２月１５日 

        石田鐵一＆キヨカ夫妻 ２月２０日 

嶌岡正明＆いずみ夫妻 ２月２４日 

調目標 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

う。         遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

月間  ＴＯＦ・ＣＳ   
事業は、アジア地域を含め地域と共に展開いたしましよう。

は年賀切手、個人献金で全額充当されております。今月はＴ

と共に１００％達成しましょう。 

          大野 信幸 地域奉仕事業主任（京都洛中） 

。。
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２２月月－－３３月月のの予予定定 
 

２ 
２月 ６日（金）第２例会 サンホーム 

２月１４日（土）第２回サインポスト 

南ＹＭＣＡ ２階ライブラリー 

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

２月２８日（土）後期区費納入締切り

 

３ 
３月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

３月１８日（木）第１例会 サンホーム 

３月２０日（土）～２１日（日） 

次期会長・主査研修会 

六甲研修センター 

３月２５日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 

 

 

Wind From Kawachi  
  
今月は次期役員選挙の大事な月です。 
会員に増加がなければ、前に役職であった人が再任され

たり、同じ顔ぶれがクラブの役員を複数年務めなければ

ならなくなる。少しでも新しい会員を獲得して、役員の

マンネリ化を無くしたいものである。人数に限りがある

現在、選ばれた会員はクラブ運営をよろし

くお願いいたします。 
 




