
 

２００６年１月報    Vol ３６４ 
 

 
２００５～２００６年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「為せば成る!」 30 年の歴史を重ねて         横田憲子 
阪 和 部 主 題「楽しく歩もうワイズライフ!」              惠美奈博光（大阪サウスクラブ） 
西日本区主題「すすめ、愛と勇気をもって」 Go Forward with Love and Courage   佐野文彦（四日市クラブ） 
ア ジ ア 主 題「Lead by your own Action」行動するリーダーになろう           Janet Siew(シンガポール) 
国 際 主 題「Be Y’smen in Deed not Y’smen in Need」求めるワイズから行動するワイズへ  Benson Wabule (ケニア) 
メネット主題「愛を追い求めなさい! “愛は家庭から、そしてワイズ、地域社会へ”」   管 美代子(熊本東クラブ) 

 
 
  【今月の聖句】 コリントの信徒への第２の手紙 ５章１７節 

古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。 
 ― 新年を迎えて ― 

 
新年明けましておめでとうございます。 

会長 横田憲子 

 

３０周年を終え、２００６年の新しい年をいつもの

ようにお迎えでしょうか。でも今年は河内クラブを少

し変えてみませんか。設立時は役割分担を考えて組織

を作られたのでしょう。今期は役員・各事業委員会の

役割分担の見直しを考えています。皆様のご協力を得

て４月の１泊研修時に検討する予定とさせて頂きま

すので、どうぞたくさんの参加をお願いいたします。 

 ところで、最新の病気に「主人在宅ストレス症候群」という退職

後の夫婦に思わぬ問題が。なぜか主人が４０年近く勤め無事退職を

迎え、これからお互いが束縛のない豊かな生活をと夢見ていたのだ

が、２人でいる現実に耐えられないというストーリー。それは今ま

で会社に依存した人生であったが、退職後は個人個人が豊かな人生

を求められる時代になっているので、自分が依存できるもの或いは

存在感を感じるものを捜しておかないと楽園生活にならないのであ

る。楽しいことだけ求めては、その楽しさも楽しいと感じない。苦

しさと厳しさがあって楽しみを感じられるのである。ということは

ワイズの私達にこの病気は無縁です。他人に感謝して自己研鑚する

ならば、パートナーにも良い影響を与えること間違いなしです。今

年も YMCA と共に智慧を絞って活動をして行けることを願ってい

ます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２１名 ゲスト＆ビジター        ５５名 12 度ＢＦポイント 書き損じハガキ 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 ９名 現金 3,000 円 12 月分 12 月分 
会 員 出 席 者 １４名 例 会 出 席 者 ７８名 累計  19,500 円 970 円 0 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 ９名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ ２ 月 の 出 席 率 ７１.4％ １２月の全出席者 ８７名 累計 ０pt 970 円 54,988 円

 
 

 

１月例会プログラム 
1 月 19 日(木) 東 YMCA 

 
         司会  増石広之君 

 

開会点鐘         横田 会長 

ワイズソング       一   同 

聖句朗読         岩坂正雄君 

ゲスト&ビジター紹介   横田 会長 

会長の時間        横田 会長 

インフォメーション    各 担 当 

食前感謝         岩坂正雄君 

乾杯            当日指名 

食事           一   同 

 ゲストスピーカー     澤田賢司氏 

   マンネリを打破するには 
  あなたが変わらねば何も変わらない 

 

誕生・結婚祝       横田 会長 

 ニコニコアワー      芳澤&大谷君 

ＹＭＣＡの歌       一   同 

閉会挨拶・点鐘      横田 会長 
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  １２月例会報告 クリスマス例会   --サンホーム ６階 －      
２００5 年１２月１１日（日）16:00～20:30                         記録 初田稔  

出席者(敬称略) 

メン佐古・増石・横田・初田・田中・尾北・藤井・宮本・ 

新本・山内・望月・岩坂・笹川・芳澤・ 

メネット 初田・望月・伊藤・大谷・新本・和田林・大薮・山内・

笹川・ 

ゲスト＆ビジター 芳澤博之・美那子・岡本宏・(ゲスト)・東正美(和

歌山)・井上公男(西)・井上佑起子・今井利子(なかのしま)・松岡虔

一・惠美奈富紀子・吉田芳子(サウス)・遠藤通寛・典子(泉北)・森本

好子(高槻)・本田俊一・博江・一聖・拓真・伊吹・初田信幸・悦子・あの

ん・大谷聡・ゆき・幸輝・健人(ファミリー) 

加藤俊介・小谷浩子(写真展示)・吉田絵理・坂之上範子・矢野成悟・

水島芳子・飯島貞(サンホーム)・加納美樹・小滝雅・松岡佑将・・高山

桃子宮野絵理子・西村誠・福島智恵・池永聡志・中西喬子・内藤毅・

田村弘美・横江香津子・小瀬弘之・(リーダー)・細田敦子・中出順子・

森秀範・菅秀晃・大島喜子・大塚由実・伏見祐子・猛・栞琴・育代(スタ

ッフ)  

                      以上 78 名 

 
 クリスマス例会の

第 1 部はサンホーム

の２階で行われまし

た。山内信三君の司

会で開会され、横田

会長の開会点鐘で幕

が開きました。プログラムは滞りなく進み、

１１月及び 12 月の誕生祝と結婚の祝が手渡されました。ご夫婦

での結婚祝いは望月夫妻と初田夫妻がいただき祝福を受けまし

た。 

  
 

第 2 部は尾北君の司会

で、松岡牧師によるクリ

スマスの祈りです。格調

高くクリスマスメッセー

ジがあり、ひとときの敬

虔な祈りと時間を共有す

ることが出来ました。 

 

 

 
 

 

 
第 3 部は会場を６階に移

し、早速に本日のメインイ

ベントである岩本節子さん

によるシャンソンの歌声が

響き渡りました。 

 続いて時間の関係でメ

ネットによるコーラス、

「スミレの花の咲くころ」

と「ママはサンタにキッス

をした」が岩本さんの指導

の下で披露されました。練

習は各自が自宅で行っていたとはいえ、立派なコーラスで

した。 

 佐古至弘君の食膳の祈

りに続き、今井利子さん

による乾杯の発声で楽し

い食事の時間となりまし

た。本日のご馳走は、サ

ンホームの食生活創造室

の皆さんによる心のこも

った素晴らしいご馳走がテーブル一杯に並べられて、参加

者のお腹と心を満たしてくれました。 

 一服したところで、リー

ダーによるコーラスが披

露され、会場の拍手をいた

だきました。 

 ここで、突然サンタがやって

きて、チビッコ達にプレゼント

が配られました。サンホームに

やってきたサンタは次期阪和

部長の田中さんです。笹川さん

のナレーションでパントマイ

ムは大成功。チビッコも大喜び。 

 さらに、ロビー展の表彰式が行われ、山内実行委員長か

ら入賞者に賞状と副賞が

授与されました。今年のロ

ビー展の参加数は93点と

過去最高の出展を頂きま

した。40000 円ほどのク

リスマス献金が東 YMCA

にお渡し出来ます。ご協力

に感謝いたします。 

最後は恒例のオークションです。東 YMCA の菅・森・

細田の三人がオークショナーを務めて下さり、多くの献品

を販売してくれました。品物は全て完売し、売上金は

63160 円になり、半額の 32000 円を東 YMCA のクリ

スマス献金に捧げることが出来ました。この事にも重ねて

感謝いたします。 
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クリスマス例会 

フォト報告 

 

 
開会前の飾付け 

 
メネットコーラスの練習中 

 

 
熱唱する岩本節子さん 

 

 
岩本節子さん 

 

 
岩本節子さん 

 

 
サービス精神も旺盛な岩本節子さん 

 
メネットコーラスの本番 

 

 
少しは様になっています 

 

 
有り難うございました と横田会長 

 

 
本日のご馳走 

 

 
本日のご馳走 

 

 
乾杯の発声はなかのしまの今井利子さん 

 

 
美味しいですか、満足ですか 

 

 

 

 
満足そうな笑顔はきっと美味しいですね 

 

 
楽しそうなお二人 

 

 
私も一緒に撮って・・・ 

 

 
美人に撮ってね。ハイ・・・・ 

 

 
リーダーコーラス なぜか前に一人 

 

 
朝から練習したもんね。 
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吉田芳子さんおめでとうございます 

 

 
吉田さんアベックで入賞です。 

 

 
入賞の増石広之さん 

 

 
望月治子さんも栄冠 

 

 
芳澤弘之さんはダブルで入賞 

 

 
飯島さん良かったですね 

 

 

 

 

 
田中サンタと笹川さん 

 

 
サンタからご馳走のお礼です 

 

 
チビッコよってらっしゃい 

 

 
元気で親の言うことを良く聞いて 

 

 
これなんぼで売ろうか・・・ 

 

 
とにかく競ってください。 

 
あれ良さそうと恵美奈さん 

 

 
夫婦で競って大爆笑 

 

 
まだまだ沢山ありますよ 

 

 
私は少し休憩です。 

 

 
綺麗な飾付け 

 

 
今年生まれたイエスです。 
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クリスマス例会オークション明細 

 

ご協力に感謝いたします。 

この売上の中から 32000 円を東 YMCA へクリス

マス献金として捧げます。 

 

 
 

ハイ!買います 
 

ハイ! ハイ! ハイ!・・・・・ 
 

    さあ～買って下さい 
 

    これは特別美味しいよ 
 

      私も参加します 

 

 
             ツーショットで楽しそうだな 
 

 

 

提供者 商品名 購買者 単価 金額 
エマール 10 名 100*10 1000

芳澤伸之 
臭い消し 10 名 100*10 1000

布団カバー 望月 1000 1000

ジャンパー 本田 500 500

野球帽 初田*2 100*2 200

布団カバー 山内 1000 1000

布団カバー 今井 1000 1000

バッグ類 恵美奈 900 900

伊藤圭介 

カード 大谷･本田 100*4 400

笹川桂子 和風ポンチョ 初田 2000 2000

信州そば 吉田 1050 1050
田中惟介 

講演会テープ 遠藤他 4 200*5 1000

手作りマット 笹川・増石 800*2 1600
和田林杉江 

牛乳パック筆立て 7 名 200*7 1400

のり 10 名 150*10 1500
尾北 昇 

お皿(ジノリ) 横田 2000 2000

コーヒー 望月・松岡 500*2 1000

入浴剤 望月 400*2 800

ティッシュ入れ 初田 100*2 200
大薮芳教 

食品詰め合わせ 山内 1500 1500

のりセット 初田 2000 2000
井上佑起子 

柑橘類 10 名 200*10 2000

六甲ワイン 3 名 600*3 1800

大根 4 名 50*4 200

水菜 恵美奈・伏見 100*2 200
新本英二 

白菜 4 名 200*4 800

播州焼酎 ゆい 大谷 700 700

コーヒー 田中・新本 400*2 800岩坂正雄 

風月堂お菓子 東 1200 1200

サンタのウエルカムボード 初田 800*2 1600
藤井敬子 

レモンウオーター 5 名 100*5 500

今井利子 ひらけごま 井上 650 650

大谷美佐子 レンジでゆで卵 田中 300 300

ハガキ差し 内藤 400 400

タオル 伊藤 200 200佐古至弘 

フレッシュジューサー 本田 500 500

ハンカチ 4 名 350*4 1400

マツタケ昆布 大山 2300 2300

味付けのり 4 名 700*4 2800
横田憲子 

ブランデー 遠藤 5000 5000

バスマジックリン 和田林 170 170

洗剤 田中 600 600望月強 

ハミング 遠藤 100 100

ワイン 笹川・吉田 1000*2 2000
初田稔 

綿菓子・海老せん(大) 吉田 200*2 400

山内信三 シクラメン 8 名 650*8 5200

サンタクロース お菓子 井上 600 600

増石広之 写真   2440

祝い袋 東 200 200

水盆 新本 500 500

ワイドハイター 新本 150 150
不明 

アロエ洗剤 田中 400 400

コースター 大薮・山内 300*2 600
河内ワイズ 

ワイズ T シャツ 14 名 200*14 2800

?????    600

合  計   63,160
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 第 31 期第 7 回役員会  
２００５年１２月８日（木） 東ＹＭＣＡ 

“為せば成る！” 30 年の歴史を重ねて 

 

日本区強調月間  IBC・DBC 

 

出席者 初田・望月・藤井・田中・笹川・佐古・増石・横田・

宮本 

 

１月例会 １月１９日（木）６：３０～８：３0 

サンホーム  担当：A グループ 

岩坂・伊藤・増石・石田・芳澤・中野・大谷 

 

ゲストスピーカー 

澤田賢司ワイズ（京都グローバル） 
テーマ マンネリを打破するには 

例会役割分担 
 司 会   増石 君   聖句朗読 岩坂 君 

 食事手配  芳澤 君   食膳感謝 岩坂 君 

 ニコニコ  芳澤 君・大谷 君    

  

２月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく      尾北 君 

役員会報告         田中 君  

例会報告          岩坂 君      

Ｙニュース         宮本 君 

サンホームニュース     尾北 君 

メネットコラム(私の独り言) 横田 さん 

にこにこテープ起し     芳澤 君 

 

審議事項・連絡事項 

報告  １、３０周年会計報告 

中間報告。欠損なく決算できる見込み。 

   ２、上半期会計報告 

      現金残から推定し来期に問題なく引き継げる見

込み 

   3、ロビー展 

９３点の応募あり。 クリスマス献金に約４万円         

審議 
Ａ，１月例会プログラム検討・ 

    EMC 澤田ワイズに熱く語っていただこう。 

     他クラブへも働きかけミニフォーラムとしよう。 

 Ｂ，２月 TOF 例会 
    Ｂ班担当 次期役員選挙 

Ｃ，１泊研修会に関して 
   望月・藤井ワイズ担当 

     日時・場所 ４月上旬六甲研修センターを予定   

Ｄ，らくらく車椅子登山」の準備 
   田中・芳澤・正野ワイズ担当 

日時・広報  チェジュクラブ祝会との兼ね合いで 

５月７日になるかもしれない。 

規模拡大から脱却し質を検討したい  （承認） 

その他 
1. １２月１１日リーダー主催 ファミリークリスマス会祝

い金   金 10000－実行 

2. １月７日（土） 中西部新年合同例会 

１３：１５～ １７：００ pia NPO  港区築港    

会費４０００円 

3. １月１４日（土） １３：００～１６：００  

 アプラホール 高石市 市民会館 会費８０００円 

 4. ３０周年を記念してＥＦ・ＪＷＦに各々１口献金する 

（承認） 

 

 

 

 

 

 

レクイエム  
             笹川桂子 

 
時は人の生死を乗せて今日も流れていき

ます。親友の死に直面し悲しみの涙は乾かない

まま新年を迎えました。その友の事を書き

たいとペンを取ってみました。末期の乳癌

を抱えているのに頑固にも科学治療を拒

み、医師にも掛からず強い信仰に身を寄

り 添えながら病と向かい合っていました。そ

んな壮絶な姿にご主人の自宅介護は限界に達し入院説得

を私に託されました。３ヶ月あまり、拭い切れない病巣と

の葛藤、神へのすがりの狭間を行たり来たりする彼女と共

に祈り語り、摩るとハンドパワーと笑い転げていたのです。

「命の世界から生まれ命の世界に還っていくのね」「そう

よ、生きとし生けるものはみんな、ね」～。会話は途絶え

玉の緒も途絶え、やがて黄泉の国へ旅立っていきました。 

こうして眼を閉じていると、嘗て二人で観劇した五木寛

之作、前進座の『蓮如』が鮮明に駆け巡ってきます。アク

ティブでエネルギッシュな蓮如を支える女達が、慈愛に満

ち深く重い実存感を抱いき私たち二人はすっかり見入っ

ていました。そしてこの劇を象徴する場面、女性合唱団の

コーラスが寄せては返す波の如く「南無

阿弥陀仏、南無～～～」のうねりが涙と

感動に胸を痛めました。あの時の蘇りを

優しさと深い友情を下さった友への感

謝と鎮魂に今捧げたいと思います。 

 

 

 

 
コーヒーブレイクに幾多の人が様々な立場

で思いを語ってくださいました事心より御礼

申し上げます。新年号に“レクイエム”の記載

をお許しください。どんな姿にも尊い生命に変

わりなく、今ある命を精一杯生きていける世の

中になる切なる祈りとともに、今年のスタート

記載といたしました。 
どうぞこれからも寄稿ご協力お願い申し上げます。     

マスターより 
 

 

  

使用済み切手をご持参ください 
 

ご家庭で集めている使用済み切手を 

1 月例会にご持参ください。 

未整理の切手でもかまいません。 

 

ファンド委員 藤井敬子・佐古至弘 
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河内クラブホームページについて 

国外からの感想 
 

下記の皆さんから３０周年のホームページの感想とお祝

いの言葉が来ました。 

 

Dear Mr. Mochizuki and Mr. Itoh, 
The flowers are beautiful and to raise $30,000 
is a great.  Today is Thanksgiving in the US 
so Joan is preparing 2 turkeys with all the 
trimmings for the gang that will be here for 
dinner. 
There were several people I know in the pictures, 
youtwo. 
-san, 
 Joe Pollock & Mrs. Joan Pollock 
パサディナの Pollock さんから 
チャリティランで３００万円を集めたのは凄いですね。今日は感

謝祭で２頭の七面鳥を料理し、孫たちと夕食を楽しみました。チ

ャリティランでは望月さんはじめ写真の中で数人知人が見受け

られました。 
 
Erick Kim さんから 
As always, your tallent is just amazing. 
I have a personal question. I also would like to 
do the same thing if I know how to do. 
My first question is: How do you get such a 
clear photo, what kind of camera is it? 
Second, how do you include so many photos in 
the mail? 
Whne you have time, you can teach me via 
email.  Thanks, 
Erick Kim 元国際会長 
この文はホームページが素晴らしく出来あがっている、特に写真

が綺麗だがどんなカメラを使っているかなどの質問です。我がク

ラブでもこのようなホームページを作りたいと願っています。 
返事はしておきました。 
 
your charity run looked like a lot of fun ... nice 
photos  
Hany Gergis Chicago 
チャリティランは楽しそうですね。写真が素晴らしく綺麗、と褒

めてくれています。 
 
Dear Ym Itoh-san, 
What a joyous and meaningful event to 
celebrate an auspicious year! 
My heartiest congratulations & best wishes to 
all,Edward Ong Alpha Chapter, Singapore 
シンガポールのクラブからです。 
３０周年心からお祝い申し上げます。 
楽しい、そして喜びに満ちた会で、前途輝かしい希望に満ちたク

ラブと受け止めています。 
 
Hi Keisuke 
Thanks for the link to the web site. 
The pictures show you had a wonderful time at 
the 30th celebrations 
and the visit from your brother club from Korea 
was a bonus. 
Wally イギリスから 
Wally さんは Y’s men’s World の編集長です。 

３０周年のホームページを送って頂きありがとうございました。 

写真を拝見すると楽しい時間を過ごされたようですね。特に韓国

のブラザークラブの訪問は喜ばしいことでしたね。 

 
Erick Kim 元国際会長 
Ito-san, what a fantastic photo parade it is! I am 
really impressed and  
inspired with your dedicated excellent service 
not only for your club but  
clubs in overseas such as myself. Tot-temo 
Arigato. 
３０周年の写真を拝見するとどれもこれも凄い！！ 
海外のクラブでも多分素晴らしいホームページと私同様に感じ

ているでしょう。 
ps: You know I formed a new club, the East 
Valley Y's Men's Club in 2003  
here in my town. Our current membership is 29. 
If you know any club in Japan  
interested in forming a new IBC, let me know. 
ＰＳ．２００３年に新しいクラブを作りました。 
２９人のメンバーです。もし日本のクラブでＩＢＣを組みたいと

云う希望があればご連絡下さい。 
（アメリカカリフォルニアの西海岸のクラブです） 
 
Dear Ym Itoh-san, 
Thank you for the excellent photos that tell 
your story so well. 
Best wishes & God's blessings to you all for 
Christmas & the New Year,Edward Ong 
PP - Alpha Chapter, Singapore 
PDG - SMIT District 
PRD - South-East Asia 
シンガポールのワイズメンからですが、やはり 

写真がきれいと言ってます。３０周年がどのように進行したか写

真で良くわかります。 

 
ロシアのワイズメンズクラブからです。 

Dear Itosan! 
Thank you for your last letter with exciting 
information about your Xmas meeting. 
We are going to celebrate Xmas and New Year 
in our 2 clubs together on December,21st. 
Now we are very busy with collecting New Year 
presents for 2 ophanages and children's Home 
( where children from birth and till 3 years old 
are cared).Also our youth group is preparing a 
Rock concert against  the drugs and 
HIV/AIDS for students of Universities And 
some other activitiesfor club members. 
Best wishes. 
Olga Vozchikova. 
先日のクリスマス祝会楽しそうでしたね。 

私たちも２クラブで２１日に祝会を持ちます。今は２つの孤児院

の為にプレゼント作りで忙しい日々を送っています。１つの孤児

院は誕生まもない孤児から３歳までの孤児を預かっています。 

青年たちはＨＩＶ／ＡＩＤＳそして麻薬撲滅運動を大学生対象

にロックコンサートをやります。その他色んな活動をクラブメン

バーは企画しております。 

注：ロシアには２っのクラブがあります。 

 
HP 編集者から： 
全般に平素から海外から河内クラブのホームページに就

いてメールを頂いております。殆どののメールには写真が

綺麗とお褒めの言葉を頂いております。 
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「今年も感動を求めて」 
東 YMCA 森 秀範 

毎日、凍えるような寒さが続いておりますが、皆様いかが

お過ごしでしょうか。 

今年は早くからスキーキャンプへの申込みが多く、スタッフ

一同うれしい悲鳴をあげています。昨年、キャンプ当日ギリギリまで雪が降らず、心配されていましたが、

今年はそんな心配もなく雪には恵まれそうです。降りすぎも困りますけど・・・。 

先日行われたチャリティーランでは昨年の４位を上回る事ができず、また、３年連続のコスチューム賞も

とる事が出来ず、残念な結果でしたが、ランナー一人ひとりの真剣に走る姿にはとても感動しました。ご支

援、ご協力いただきました方々には大変感謝いたしております。来年もまたたくさんの感動の場となること

を期待したいと思います。 

これから冬のプログラムが始まりますが、たくさんの子どもたちとの関わりの中にもたくさんの感動が生

まれることを願っております。 

 

 

 

 
 

新年明けましておめでとうございます。 

今年もサンホームの入所者・利用者や地域の方々が喜んでいただけるよう、さまざまなプログラムを実施い

たしますのでよろしくご協力のほどお願いいたします。 

 

年始スケジュール 

１月 ２日（月）  特養初詣 

１月 ４日（水）  デイ・ヘルパー・支援センター・ケアプランセンター事業開始 

        ※ 特養・ショートのお休みはありません。 

 １月２８日（土）  居酒屋「和み」 

１月２９日（日）  レインボウクラブ 

 

イキイキ健康生活セミナー 

第６回以降の予定は、下記の通りです。無料ですので是非ご参加ください。 

6 1 月 22 日(日) 
どんな施設に入りたい? 

～高齢者施設の選び方・見学編～① 
特別養護老人ホーム向日葵 

7 2 月 10 日(金) 廃用性症候群 ～寝たきりでも健康に～  

8 3 月 10 日(金) 使える福祉サービス情報  

 

クリスマス献金感謝とのお願い 

「東ＹＭＣＡまつりの売上金（69,638 円）」「サンホームロビー展への出展料（44,000 円）」「クリスマス

でのオークションの売上金の半額（32,000 円）」をクリスマス献金としてささげていただきました。また、

「街頭募金」にも参加いただき感謝いたします。 

メンバーの方でお忘れの方は 1 月例会にお持ちいただければ幸いです。 

 

 

お 礼 
 遅い紅葉が街を、山を彩り有終の美を飾っているこの頃でございます。 

去る１１月 26 日に開催いたしました阪和部合同メネット会の集いには西日本

区メネット事業主任 管美代子様をはじめ 65 名のご出席を頂き、盛大に和や

かに会を持つことができました。これもご出席くださいました皆様の暖かいご協力のお陰と心から感謝いた

します。各クラブの活動報告を伺い、大変勇気づけられもいたしました。今期、後半の活動・事業の達成に

向けてお互いに心を込めてご奉仕いたしましょう。 

当日の献金は、留学生スピーチコンテスト支援として 55375 円、「カッチンが行く」の本は 30 冊が完

売し、30000 円でした。この献金を管美代子事業主任にお渡しできました。ご協力有り難うございました。 

お礼のご挨拶とともに良きクリスマス、新年を迎えられますようお祈りいたします。 

 

阪和部メネット事業主査 惠美奈富紀子 大阪サウスメネット会長 安藤清子
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連載ＮＯ １6  

「私の独り言」  
               山内たりほ 

 ある会で食事をしながら、「また次に結婚をするなら、

今のパートナーと一緒になるか？」という話になった。 

昭和 14 年生まれで、大恋愛の末に結婚した A 子さん

は、ちょっと考えて「たぶん…」と言い、同じ歳の B 子

さんは、「結婚という形はとらないと思う」と答えた。定

年まで公務員として仕事をした人である。4 人でしゃべっ

ていた中のただ一人の男性（70 歳）は「いやあ、別の人

がいいに決まってる」と即答した。私が、「何人かいる中

に彼がいたら一緒になる」と言ったら、「まだ若いわねえ、

わたしもあなたくらいの時にはそう思っていたわよ」とＡ

子さんに言われてしまった。彼女とは、ちょうどひとまわ

り歳がちがう。 

数日後、同じ世代の人たちと、また同じ話になった。

６人いた中で、２人は「ぜったい別の人」と言い、１人は

「私にとって彼はベストパートナー」と言い切った。高校

からの友だちで、今もそんな感じの夫婦である。 

いろいろ結婚について、夫婦について話した２日だった

がおもしろかった。そして、「結婚って賭けだよねえ」と

いう結論になった。 

ワイズの皆様はどんな返事をなさいますか？ 

 

 

「サンホームロビー展」 
実行委員長 山内 信三 

 

第 5 回「サンホーム チャリティーロビー展」も皆様の 

ご協力によりまして、盛会に終えることが出来ました。 

今年は、多くの皆様より展示をして頂き、総展示数は 93

点にもなりました。 

写真・クラフト・木工・竹細工・木彫りなど多種に渡っ

ての展示品は全てが素晴らしい力作揃いで、甲乙を付ける

のは大変勇気のいることでした。今年は前に YMCA の専

属写真家として著名な河野先生に審査を依頼して、順位を

つけさせて頂きました。 

お陰さまで、東 YMCA へのクリスマス献金は予定より

多くをお渡しできることになりました。本当に有り難うご

ざいました。 

 

  

審査員第 1 位 

 

「ふれあい」 

  

岡本 宏さん 

 

 

 

 

審査員第 2 位 

 

「ゆみちゃん、何処

見てるの」 

 

吉田芳子さん 

 

審査員第 3 位 

「平成のライト兄弟」 

  綾 暁子さん 

 

 

  審査員第 5 位 

「猫の住処」 

山本直樹さん 

              審査員第 4 位 

「孫の初歩き」 

吉田全孝さん 

 

   審査員佳作 

「陣内太鼓」 

増石広之さん 

 

審査員佳作 

「彩雲 乗鞍岳」 

田中惟介さん 

 

 

 

 

審査員佳作 

「変身」 

佐々本厚生さん 

 

審査員佳作 

「マッターホルン」 

望月治子さん 

 

  審査員佳作 

「ミナミの散策」 

惠美奈富紀子さん 

 

 

 

          審査員佳作   

「明けきらぬ万博公園」 

今井利子さん 
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HAPPY BIRTH DAY        WEDDING ANNIVERSARY 

  石田キヨカ １９ＸＸ年１月 １日生 

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 １９ＸＸ年１月 ５日生 

大藪 暢子 １９ＸＸ年１月 ８日生 

笹川治太郎 １９３８年１月２４日生 

宮本 由美 １９ＸＸ年１月２４日生 

山内 信三 １９４３年１月３１日生 

 

 日本区通年強調目標 Public Relations  
友人・知人にワイズの活動を知ってもらおう。           山水 満 広報事業主任（姫路グローバル） 

 西日本区強調月間  IBC.DBC  

IBC 交流が冬眠状態なら、まず近況報告をしあいましょう。DBC の交流プログラムを提案しましょう。 

                                  服部 庄三 交流事業主任（名古屋グランパス） 
                     

                １１月月－－２２月月のの予予定定 

１１月月   
１月 ７日（土）中西部新年合同例会 

pia NPO 港区築港 会費 4000 円 

１月８日～９日（火）次期役員研修会 

クライトンホテル 新大阪 

１月１４日（土）阪和部新年合同例会 

高石市 市民会館 アプラホール 

会費 ８０００円 

１月１９日(木)第 1 例会 サンホーム 

１月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

１月２８日（土)居酒屋「和み」 

１月２９日（日)レインボウクラブ 

 

２２月月   
２月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

２月 ４日(土)第３回評議会 

２月１６日（木）例会 サンホーム６階 

次期役員選挙 

２月２３日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

２月２５日(土) 喫茶 「和み」 

 

 
第 31 期 ク ラ ブ 役 員 

会 長:横田 憲子 副会長:藤井 敬子・望月 強 書 記:田中 惟介・笹川 桂子 会 計:佐古 至弘・増石 広之 

メネット会長:大谷美佐子 直前会長:初田 稔 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/ 

Wind�From�Kawachi 
新年明けましておめでとうございます。 

３０周年も無事に終わり、新たな年に新たな希望を持って

進みたいと思います。 

普段は何の計画もしない編集子ですが、残り少ない人生

のために今年は何か目的を持って過ごしたいと考えていま

す。               (M.H) 

阪和部新年合同例会 
 
高石市 市民会館 アプラホール 

1 月 14 日(土) 午後 1 時より 4 時まで 

受付開始 正午より 

 

 

ゲストスピーカーのご紹介 
 

澤田賢司氏(京都グローバルクラブ) 

会員数５２名の西日本区有数のクラブである京都グ

ローバルクラブの中心的な存在で、特に地域奉仕に

力を注ぎ、個人的にも西日本区大会での CS・FF 等の

表彰では毎年表彰を受けておられます。 

 氏は吉本理事期には西日本区の会計として、また

柴田理事期には事務局員として活躍されました。 

今回は「マンネリを打破するには」と題して私たち

の心の改革をしていただきます。 

あなたが変わらねば何も変わらない!! 


