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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】

ローマの信徒への手紙 5 章 3 節〜４節
「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。」

次期役員諸氏に望む・・

会長

田中惟介

久々に ニコニコのテープ起しを買って出ました。次期役員の就任挨拶と言うおまけ
が付いてきました。車中や就寝時に 5〜６回テープを聴いて雰囲気をつかみ その後タ
イピングにかかります。いつもはけっこう楽しんでするのですが、今回は何かしっくりきま
せんでした。何故かなぁ？と考えるのですが、よく分からない。 印刷した原稿を読み返
してふと気が付きました。皆さんとても上手に そつなく話しておられ、何も間違ったこと
を言っておられないし、とても立派なのですが、熱く伝わってくる熱が無いのですね。 この 1 年、就任の
行きがかりから あえて 1 年と言わせてもらいますが、河内クラブの状況を共に理解し なすべきこと、進
む方向を指し示してきた心算が、ここでプツリと途切れ、又何事も無く進もうとしているように思えるのは、
思い過ごしか あるいは思いあがりなのでしょうか？ クラブライフに悲壮感は似合わないしアジテーショ
ンは迷惑です。しかし継続して努力することを放棄されれば私の思いは空しいものとなります。初田次期
会長と次期役員の奮起を願ってやみません。
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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
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

桂子

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 ３月報

２月例会報告
２００４年２月１９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 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・箕浦
メネット 田中・伊藤・望月・

ゲスト&ヴィジター

川良
以上

２５名

今月の司会は笹川桂子君。初め
ての一人立ちの司会なので不手
際をお許し下さいと断っての司
会でしたが、大変上手に例会の運
行をしてくださいました。
今月はクラブの大切な次期役
員を決める例会であることと、「タイム・オブ・
ファースト」断食の時でもあります。新しく入会
された石田さんはＴＯＦの意味を隣のメンバー
に尋ねておられましたが、納得されたでしょうか。
次期役員選挙があり以下のように決まりました。
会
長 初田
稔。
副 会 長 望月
強、横田 憲子。
書
記 岩坂 正雄、正野 忠之。
会
計 佐古 至弘、増石 広之。
直前会長 田中 惟介。
以上の皆さんです。

う森永製菓の製品ですが、旧約聖書の出エジプト
記に、イスラエルからエジプトに脱出（Exodus）
した際に飢えで死に直面したとき、神から与えら
れた食事が Manna でした。
田中

惟介会長の檄スピーチ：
次期役員が決まり
ましたが、これで今
期は終わりではなく
まだ 5 ヶ月あります。
皆さんに与えられた
ゴールは達成を目指
して努力しておられ
ますか。皆さんの役
割に重い負荷をかけ
問題のありかを明らかにして決意を新たにして
下さい。皆さんが働く波動が振動となり広がりを
もち成果となります。そのような振動が私にはオ
ーラとして見えます。このまま行きますとクラブ
の実情はプラスの方に向いていない。5 年先真っ
暗と言えます。後半にかけて皆さんの奮起を期待
します。
ちりめんじゃこ、うなぎの販売：
箕浦さん提供で１７，５００円の売上げがありま
した。内７，５００円をクリスマス献金として頂
きました。
にこにこ：
２４，０００円は Family First として献金します。

川良 昌宏 YMCA スタッフが２年間シンガポー
ルへ出向されます。

次期役員

勢揃い

初田次期会長の決意表明：
素晴らしい役員を選んで頂きましたので、気楽
にやらして頂きます。田中会長のようなセンスが
ありませんので、皆さんのご指導を得て頑張りま
す。来期は 30 周年を迎えます。
Time of First の月でしたので、食事は幼児用
のビスケットとコーヒ牛乳でした。Manna とい
−２−
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（敬称略）

田中惟介 記録

石田 誕生と結婚のお祝いを頂きまして、もう３９年になり
ます。もうそないになるんかと自分の年を数えたら 63 に
なります。白髪は増えるし頭は禿げるし（まだまだ多いほうで
っせ・笑い） これからが本当の夫婦なんだと考えています。
子育てとか、揉め事とか有りましたが ここん所静かにな
ってきて これからお互いに助け合えるような本当の夫
婦になろうと心がけています。今後ともどうぞよろしくお願
いします。
望月 来期は副会長と言うことでしっかり補佐して行きた
いと・・、今年は田中さんといじめたり苛められたりと楽し
い喧嘩を、何べんもしました。なぁ。まだあと 4〜5 ケ月あ
りますからその間もしっかりとやりたいと思ってます。（いつ
も泣かされてます。）いやいや私のほうがくーっと こう涙をこ
らえることが何回あったか・・・（ははは・・・）
芳澤 １万ワイズ、使わせてもらいます。先ほど会長がイ
ラン震災救援募金の参加者のご報告がありました、私の
名前が抜けてました（わぁ〜ごめん！）寒い中活気ある支援
活動が出来たと思います。天王寺が一番少ないやろな
ぁと言ってたんですが一番多く、３ケ所とも約１０万ずつ
で不思議な数字だなぁ〜と・・・言う印象を持ちました。回
数を重ねる毎に河内クラブのメンバーになって行くのか
なぁという実感をちょっとずつ覚えてきています。頑張り
ます。
正野 ワイズに入って最初の例会が５年前の田中会長の
時の２月例会で 食事がパンと牛乳でさびしいなぁと思
った印象が残っています。初田さんのために頑張りま
す。
藤井 我が家では結婚記念日のけの字も出なくて、ここ
に来て何年目なんやろかと思うくらい 忘れてました。（去
年もそう言うたで〜・笑い） そうなんです。毎年ここへ来て思
い出すんです。（爆笑）
丸尾 １万ワイズ，頂いた封筒にメモしてしまいましたら
中野さんにご指摘受けました １万ワイズよ
り袋のほうが大事やねん・・ （大笑い・そうや、
袋は回収したいんや） ２０年前に会長してい
た頃は中西部だけやったんですけど１５ク
ラブで４６５人。１クラブ平均３１名でした。
クラブ数は 1、4 倍になってますが人数は
増えていない。これが実情で、会の冒頭で田中会長が
心情を打ち明けられてたと思いますが、どれだけ皆さん
が共有できたかと言う事と、我々皆がワイズの背景にある
原理を勉強せなあかんなぁ、でないと表面をずるずると
流されるだけになるなぁと思います。4 月の研修会でじっ
くりと皆さんとお話したらいいなぁと思いました。
中野 1 万ワイズの肖像と今とちょっと違ってますなぁ。ど
っちがええとも言えませんが(笑い)変なこと言うと帰りの車
に乗せて貰われへんからこれくらいで・・・
新本 ここへ来るときに高速の出口を通り越してしまって
八尾まで行ってしまいました。引き返してきたため遅れて
しまいました。結婚 40 周年のお祝い頂きまして、そのま
ま入れておきます。
宮本 月曜日に田中会長の家へ初めて寄せて頂きまし
た。スタッフの菅君と二人でサッカーのグランドをお世話
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いただく件で、以前例会に来られた中西さんに会わせて
いただいたのです。夜遅くにすみませんでした。そのとき
会長に 晩飯くっていけよ と言って頂いたのでとても嬉
しかったのですが、今回は遠慮して帰りました。スキヤキ
だったのですが、車の中で菅と 食べたかったなぁ と
言いながら帰りました。もう一つ、グランドを見ての帰りに
中野さん宅も教えて貰いました。今度は中野さん宅でご
馳走になりたいと思っています。よろしくお願いしま〜
す。
大谷 1 月 23 日に孫が生まれました。（ほ
〜、おめでとー） 今はほんとに忙しくしており
ます。賑やかで楽しいです。でも大変で
す。(共感の声)
増石 イランの募金、震災から日にちはた
ってたんですけど成果が良かった。なん
でかなぁと考えたんですが、大きな声で非常にまじめに
訴えていた。それが一つの大きな理由だと思います。う
ちの商売もあかんねんけど、黙ってたらあかん、チラシ作
れ、言われて初めて商売のチラシ作りました。そんな昨
今でございます。増石でした。（笑い）
佐古 先月の 28 日に大阪Ｙで 2 時間に亘ってインタヴュ
ーを受けました。次の大阪青年に載る予定です。昭和
24 年から今日までの経過を色々お話しまして痛い所も
突いたんですがその分はどうも載っていないようで・・（わ
はは・・）まぁ読んでください。
望月メネット 来期からまた主人が登場
してうるさい事とおもいます (爆笑) 初田さ
ん、奥さんにメネット会長の方、よろしく
お願いして置いてください。お願いしま
す。
伊藤メネット 伊藤でございます。会長さ
ん今日は結婚祝い有難うございます。短
かったようで永いもんで 44 年もつれそい
ましたわぁ〜ほんとにもう・・今日はこれここ
へ入れんと 50 周年までお守りと思いまし
て家に置かして貰いますわ。そうしたら 1
万ウオンが 2 万ウオン位になってしません
やろか？（ウオンと違うちゅうねん、もう・爆笑・早う使って欲しいねん
けどなぁ・ガヤガヤ） えっ？これ置いといたらあきませんの？
（有効期限はありませんけどねぇ・・・） まぁ今日は一辺以って帰
って置かしてもらいます。嬉しかったんで今日は倍入れ
さして貰います。
伊藤 1 万ウオン入れさして貰いますわ。（ウオン違ういうてん
のに・・） これ皆に渡してグルグル廻してた
らクラブにお金入りまんのんか？(入ってま
すよぉ、クラブに損はありません)そうでっか？ま
ぁ気持ちだけプラスしてほんなら・・（と コ
インを追加して献金）英文のホームページが
国際的にも反響が有りまして イギリスのワイズメンワー
ルドの編集長からも面白いと言ってきてくれました。ぼち
ぼち認められてきていることを自慢を交えて報告してお
きます。
山内 初田さん 次期会長、大変ですけど又何かお手
伝い出来ることはさせて頂きます。ワイズに来ると私より
年上の先輩方の若々しい、豊富な話題に、私ももう 61 な
のですが頑張らなあかんなぁと元気づけられています。

−３−
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嶌岡 2 月の例会は役員改選と言う大きなプログラムがあ
ったのですが、いつものゲストスピーカー
とか食事とかに気を使ったり、時間を気に
したりとかが無くって、河内の皆さんだけ
でゆっくりとした時間が取れたなぁと思いま
した。年に 1〜2 回こんな例会が有っても
いいなぁと実感いたしました。私も結婚祝い頂きましたが、
何年目かは定かでありません(笑)1 万ウオンじゃなくて、
ワイズ入れさせて貰います。
田中メネット さきほどメネット会の野村別邸見学、お誘
いしましたが 15 人くらいで行けたらなぁと思
ってます。メンの参加もお待ちしています。
私、2 回行ってますけれどとても良いお庭
で案内もして頂けます。ぜひご参加下さ
い。
田中 家内をここに座らせたのは、先日孫
の初節句のお雛様を買いにいったんですが。それを思
い出しここに再現しようと思って座っているんですが・・・
（みんな・シーン）何を怪訝な顔したはりますねん？（爆笑）そ
う見えません？無理か・・(内裏さんと言うよりは・・鍾馗さんやで。
笑) 鍾馗さんやったら五月人形やんか。
笹川 この 1 万ウオンいやワイズ(会長・ドンドンドンと机を叩く)
ハハハ・・・。今日は 2 年目で初めて独り立
ちして、司会と言うお役を頂きました。なん
かドタバタした感じでここまできましたが 先
ほど嶌岡さんが暖かい感じでよかったなぁと
仰って下さったので、まぁ良かったのかなぁ
と思ってます。それでも今日来るときには 救心 を飲ん
できました。（へ〜！♪きゅ〜しん・きゅうしんと合唱）
初田 次期会長という大役を頂きましたけれど、無事に
務められるかどうか、ともかくワイズで頂いた命、ワイズで
元気にして頂いた体ですので何とか一年間頑張りたいと
思います。(大きな拍手) 河内クラブのパンフレットを作って
みましたのでご覧下さい。
箕浦 初田さん来期はよろしくお願いします。今日は物
産販売で盛大に買っていただき有難うございます。ご希
望があれば役員会か河内午餐会で言っていただけば又
用意させて頂きます・・
横田 ワイズに入って良かったことは 結婚祝いや誕生
祝を貰える事が今まで無かったんで、それが嬉しいんで
すけれど 2 月の TOF だけは・・・ 日頃主人から食べすぎ
と言われていて今日だけはなんとも・・・気になって・・・こ
れを続ければ良いのですがなかなか出来なくてこの有様
でございます(笑ってしまって言葉が途切れ途切れに・・・)
(皆もつられて・大笑い)

今日のニコニコは￥24,000−

次期役員就任挨拶・風景を添えて
初田次期会長
只今ご信任頂きました。私には田中会長
のように格調高く話し続けることは出来ませ
んし、体調も悪くヴィジョンも何も出来ていま
せん。が素晴らしいブレーンが揃い、何もしなくてもやっ
ていけると思います。家庭のほうも只今家内と揉めていま
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して、崩壊寸前の状態にあります。メネット会長は断って
ねと言われたのですが 何とか頼む といって出てきまし
た。会長にそれで今日、欠席なん？と聞かれましたが違
うんです・・風邪で体調悪くて休んでるんです（笑・あ〜良か
った。風邪ひいて良かったはないで。爆笑）来月のメネット会には
参加しますので皆さんで説得してください。（拍手）

望月次期副会長
今期は何も役がなくって淋しい思いをし
ていました。（笑・よく言うよ・・）やっと日の当
たるところに出ることが出来ました。来期は
頑張りたいと思います。体調の良くない時
によく引き受けられたなぁと思っています。田中さんに負
けないように会長職をしっかりやって頂いて、我々は走り
回るほうを引き受けたいと思います。それともう一つ副会
長は次期会長ということで横田さんの補佐もしっかりさせ
て頂いて次次期の立派な会長になっていただくよう・・（爆
笑・横田さん、望月マジックに誤魔化されたらあかん・拍手・大笑い）よ
ろしくお願いします。（拍手）

横田次期副会長
見ての通り 初田さんより体力はあると思
いますのでこの点でお力になれたらと思っ
ています。（拍手・拍手・・・）

岩坂次期書記
選考委員の一員でこんな結果になると
は思わなかった。（笑）喋っただけ責任を
負えと言われたもので・・・（爆笑）それはさ
ておき、初田さんの内閣の一員になるこ
とは光栄だと思い喜んで引き受けました。（拍手・拍手）

正野次期書記
直前会長として選考委員になって初田さ
んが会長になられると知った時、私の会長
時にご尽力頂きましたので、恩返しをせな
あかんと決心して役員に名乗りを上げた、
唯ひとりの人物でございます。頑張ります。（拍手）

増石次期会計
私、会計は初めてなんです。（え〜
っ？） 昔ピンチヒッターで会計をした事は

あります。公私混同ならんように頑張りた
いと思います。それと 初田さんの手足と
言うことですが、一人で田辺クラブと紀泉
わいわい村へ行けます。（迷わんといけるんや！・爆笑）いつで
もご利用下さいませ。

佐古次期会計
今年はもう引退やと思ってたんですけ
ど、もう一年と言うことで増石さんの補佐
で頑張りたいと思います（笑い）再来年の
３０周年にむけて今年から必死で財政を
引 き締めておりますが、初田会長には
次の３０周年の会長がやりやすいように運営していただく
ように、 次も引き締めて行きたいと思います。よろしくお
願いします。（さすが佐古さん、拍手と感嘆）

初田次期会長 立派な所信表明，有難うございます。
このキャビネットに支えられまして何とか一年間、頑張りた
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いと思います。よろしくお願いします。

２９期 第８回役員会報告
２００４年２月２６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 ＥＦ ＪＷＦ
出席者 初田・横田・笹川・新本・中野・増石・芳澤・
田中・宮本・嶌岡・
３月例会 ３月１８日（木）・サンホーム
担当；Ｃ班 新本・岩坂・正野・藤井・増石・山口・大谷
芳澤
プログラム
ゲストスピーチ 大阪なかのしまクラブ
オードリ ギルグ氏
テーマ ノンバーバル コミニュケイション

イラン大地震支援街頭募金報告
報告

増石

広之

２００４年２月１１日 ＰＭ：1：00〜ＰＭ4：00 まで天王
寺駅付近で阪和部の要請を受けて街頭募金が行わ
れました。
河内クラブも募金活動に参加しました。事前に準備さ
れた募金箱１３個とワイズの幟８本を持って天王寺駅
付近で募金活動を行いました。天候に恵まれて、皆さ
ん大きな声で道行く人にお願いし、順調に募金活動
が行われました。
募金の合計は１１１,１１１円でした。
河内クラブ参加者
田中会長、芳澤君、横田君、増石君と陣中見舞いの望
月君、募金参加の伊藤君でした。

例会役割分担
司会
増石
聖句朗読 新本
食事手配 嶌岡
食膳感謝 岩坂
ニコニコ 芳澤・藤井
ブリテン原稿
役員会報告
田中惟介
例会報告
新本英二
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
初田メネット
にこにこ語録
笹川桂子
審議事項・連絡事項
◎らくらく登山実行委員会・望月・横田・田中
第一回実行委員会・３月１１日７時〜
◎スタジャン LL=5・Ｌ＝20・Ｍ＝30・Ｓ＝15・計 70
ロゴ・文字デザイン一任
◎年度末の納付金、切手等の処理 遅滞無く実行
◎ 3/20〜21 会長・主査研修会
クラブ補助金は後日精算
◎ クラブリーフレット印刷の件 色調・文面等細部修正
クラブ予算は承認 但し多少の修正が必要
◎ 4 月例会プログラム検討 ゲストと承諾確認・済み
◎ 一泊研修会の予定 ４月１７日〜１８日
生駒ふれあいセンター

訃

報

悲しいお知らせです。
韓国 済州クラブの金 洙男さんがかねてより病気療
養中でしたが、２月２０日永眠されました。氏は当河内
クラブとのＩＢＣの締結に尽力され、河内クラブから感謝
状を贈呈いたしました。氏の生前のご奉仕に感謝し、
河内クラブ一同心より哀悼の意を表します。

−５−

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００４年 ３月報

サンホームも１９９７年の開設から３月末で丸７年を迎えました。
その間多くの地域の方々、ボランティアの方々に支えられて入居者、利用者の方々は生活されてこられました。
開設時は元気な方々が多く居られましたが、その方々も少しずつお元気がなくなってきている気がします。
今年度は 2 月末までで、8 名の方が亡くなられ、3 名の方が体調が悪く医療面のケアが必要になり療養型の施
設へ移られました。その方々に変わって 11 名の方が新しく入所してこられています。開設当初から居られる方が
少なくなってきています。入所者の皆さんがお元気で生活されますようにみなさまのお祈りにお加え下さい。
お花見のご案内
今年の桜の開花予想はどうなっているでしょう？ 毎年行なっているサンホームのお花見は３月２８日（日）に予
定していますが、桜の開花が遅ければ 4 月４日（日）になります。さてさて、どちらを予定して準備をしましょう。あわ
せてボランティアとしてご協力いただける方を募集しております。

「東ＹＭＣＡとともに？」
大阪東 YMCA 川良昌宏
まだ YMCA ってどんなところか知らなかった学生の時にボランティアリーダーとして東 YMCA に所属させてもら
い、丸 12 年 YMCA にかかわらせていただいております。
ボランティアリーダーの時にワイズの例会に参加させてもらって、鮮明に覚えているのが、台北 YMCA にリーダ
ーとして派遣され、ワイズの例会で報告会をさせて戴いた時に、報告の内容があまりにもなかったので(準備をほと
んどしていなかったと思います・・・)ワイズの方々につっこまれても答えられずしどろもどろになり、当時ワイズ例会
は、なんて怖いところだろうと思ったことです。
また、東 YMCA に転勤し、本館の建物の引越し作業が決まったときに、なぜか自己紹介をする機会を与えられ、
「堺 Y で 2 回引越しをして、私が来たところは、引越しが多いんです」と引越しのしんどさを想いかえしながら話を
していた時に、「もうこれが最後の引越しやぞ！」とワイズの方にいわれたのを覚えています。
自分の成長の場・しんどいときに温かい言葉をかけてくれる場、私にとって、大事な場所が東 YMCA でした。
今年４月からシンガポール・メトロポリタン YMCA へ 2 年間出向となりました。
再び？東 YMCA にて奉職させていただくこともあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。シンガ
ポールにこられる際には、ご一報下さいね！
クリスマス献金感謝
2 月の例会時もクリスマス献金のために物品販売を実施していただきまして感謝です。目標の 66 万円に対して
681,859 円になりました。感謝をもってご報告させていただきます。

第２回

サインポスト

２００４年２月１４日（土） 第２回「サインポスト」が南ＹＭＣＡの２階ライブラリーで開催されました。河内クラブ
からも回答者、社会の先輩として正野メンと石田メンが参加し、若者たちと親しく話をして今後の人生の指
針をアドバイスしました。

-６-

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

２００４年 ３月報

河内メネットの皆様へ・・・
連載ＮＯ ８

「河内クラブと私」
中野 涌子
私は河内ワイズが大好きです。
何が好きかと言われれば、皆様それぞれの個性が大
好きです。特にメネットさん達のやさしさとおおらかな
愛情豊かな付き合い方にいつも癒されています。そ
の雰囲気を私も持ちたいと努力しているつもりですが、
まず出席する事が大切と思っています。
いつも家族の雑用に追われて欠席がちなのが残念
です。
河内ワイズを想うとき、子供達の成長と重なります。
沢山の人たちと出会い、その人達の知識や経験など
に刺激されて、現在の私（家族）が成り立っていると
思っています。ワイズは私の家族にとって重要な根の
一部になってきました。ワイズが無ければ狭い世間に
暮らしてきただろうと思うと、ワイズメネットに紹介して
くれた主人に感謝です。
これからは子供達も独立したことですし、ワイズのお
手伝いをさせて頂き、もっともっと楽しんで生きたいと
思っています。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

ゲストスピーカーの紹介
オードリ・ギルグさん
スピーチのタイトル
Nonverval Communication
― 言葉以外のコミュニケーション ―
プロフィール
生年月日 １９２９年１１月１日
出身地 アメリカ合衆国
ウィスコンシン州 ミルウォーキー市
１９６２年９月 教育宣教師として来日、梅花学園
（主に女子大学英米文学科教授）
１９７７年３月 退職
１９９７年４月〜２０００年３月
同大学で非常勤講師
ワイズ歴
大阪なかのしまクラブ チャーターメンバー
２００１年度 会長
２００２年度 中西部広報事業主査
大阪ＹＭＣＡ（土佐堀）協力会員

京の隠れた名庭園拝見と
ちょっと変わった雰囲気のランチタイム
のお誘い

と き：平成 16 年 3 月 23 日（火）
ところ：京都 南禅寺近くの野村別邸・碧雲荘別邸
（庭園見学は１１時より約１時間の予定です）
費 用：約５０００円（食事。交通費を含む）
締 切：３月１３日（土） 田中メネット会長まで
（集合場所・時間は未定です。後日連絡します）

河内午餐会
名前の無い会がようやく河内午餐会と名づけら
れ第一回目の会合を開きました。
今回は例会に出席できなかった、山口メンと大藪
メネットに例会の様子を伝え、特に役員選挙の結
果をお伝えしました。
恒例になった「車椅子らくらく登山」については田
中会長を交え話し合いました。今年は西日本区か
らＥＭＣ資金を頂くことが決定しましたので、役員会
においてメンバー及びスタッフ・ボランティアの制服
をつくることになっています。
例年、車椅子の方はサンホーム関係から１０名か
ら１５名の参加ですが、今年は地域の人達の車椅
子も募集をして、少し計画を拡大する方向で進め
たいと考えています。地域に拡大することによって、
車椅子を介護するボランティアも７０名以上の方々
にお願いしないと出来なくなります。
３月の河内午餐会は今月に限り２２日に開催しま
す。ＹＭＣＡに参加しているご父兄２〜３名の方に
お願いして「らくらく登山」の実行委員に入っていた
だきます。らくらく登山が地域に根付く絶好のチャ
ンスだと思います。

ご

案

内

第 7 回東日本区大会
湯〜誘〜YOU〜熱海大会 2004
6 月 5 日(土)〜6 日（日）
熱海ニューフジヤホテル
申し込みはクラブ会長まで・・

−７−
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HAPPY BIRTH DAY
藤井
山口
箕浦
佐古
岩坂
増石

敬子
穣
陽子
至弘
正雄
広之

March ２００４

WEDDING ANNIVERSARY

１９５１年３月 ２日生
１９４２年３月 ６日生
１９？？年３月 ７日生
１９３２年３月１６日生
１９３２年３月２９日生
１９３５年３月３１日生

田中惟介＆加代子夫妻

３月３０日

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

Ｅ Ｆ ・Ｊ ＷＦ

ワイズダム発展の為の基金にご協力をお願いいたします。周年記念等クラブ単位での拠出についても考えて
みて下さい。
吉村 周平 ファンド事業主任（大阪西）

３ 月 −４ 月の予定

第７回西日本区大会
３
こんな大会もありだと思う
日時：２００４年６月１２日（土）
１３日（日）
会場：加賀市文化会館
宿泊：加賀山城温泉 ホテル百万石
締切：第１次 ３月３１日
メ ン ３３０００円
メネット ３００００円
第２次 ５月１０日
メ ン ３５０００円
メネット ３２０００円
（登録料には宿泊費と懇親会費、朝食費消費税を含む）

ホスト：金沢ワイズメンズクラブ
金沢犀川ワイズメンズクラブ
京都パレスワイズメンズクラブ

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

４
４月 ２日（金）第２例会 サンホーム
４月 ３日（土）〜４日（日）西日本区役員会
クライトンホテル新大阪
４月１３日（火）阪和部ゴルフ大会
法隆寺カントリークラブ
４月１５日（木）第１例会 サンホーム
４月１７日（土）第４回 主査会１３：００〜１４：００
第３回 評議会１４：３０〜１６：３０
南ＹＭＣＡ ２階ライブラリー
４月１７日（土）〜１８日（日）一泊研修会
生駒ふれあいセンター
４月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

ＣＳお年玉年賀切手の報告
今月の例会日にご持参いただいたお年玉年賀切手は
大 谷 さ ん ４ シ ー ト 、 横 田 さ ん １ ３ シ ー ト 、 岩 坂 さ ん ８ シ ー ト、
宮本さん６シート、初田さん５シート、増石さん７シート
大藪さん５シート、笹川さん２シート、嶌岡さん４１シート
でした。
まだ 間に 合いま すの で皆様の ご協力をお願いいたしま
す。

Wind

From

Kawachi

次期役員選挙も無事に終りました。
役員選考会で選考された方々が全て信任され、次期のク
ラブ運営を担って活動して下さいます。
選ばれた皆さんにはご苦労ですが一年のご奉仕をお願
いいたします。われわれメンバーも役員さんに全てをお
願いするのではなく、出来る限りのお手伝
いをしましよう。

