２００６年９月報
２００６〜２００７年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「すべての活動は EMC に続く」
阪 和 部 主 題「この先を見よう!!」 広野にワイズの旗を立てよ!
西日本区主題「一人はみんなのために、みんなは一人のために」

Vol ３７２

望月 強
田中惟介（大阪河内クラブ）
森本榮三（大阪高槻クラブ）

One for all 、all for one

ア ジ ア 主 題「Participation and Inspiration」参画、そして感動を!
国 際 主 題「Active Participation with Love」愛をもって積極参加

【今月の聖句】

Lee Joo-Min(韓国)
Choi Han-ki (韓国)

コリントの信徒への第一の手紙 ９章２６節

わたしはやみくもに走ったりしないし、空を打つような拳闘はしない
― 私たちはワイズ運動の目的にたって、会長の示す年間活動の目標をしっかり見据えているべきです ―

切磋琢磨

阪和部部長 田中惟介

９月例会プログラム
９月 21 日(木) サンホーム

★機械を作る時は μ単位の公差を指定した正確な図面
をもとに各部品を内製あるいは外注し、期日内にそろえ、仕上
司会
佐古至弘君
げ、組み立て、テストを繰り返し 契約日に ユーザー指定場
開会点鐘
望月 会長
所に納入し設置する。 全ての部品は均質でなければならな
ワイズソング
一
同
聖句朗読
初田 稔君
いし、 工程表の作成・管理はきわめて厳格なものとなる。
ゲスト&ビジター紹介
望月 会長
★同じ物創りであっても 創作家の場合はあらゆる面で自由であり奔放であ
会長の時間
望月 会長
る。個展のために苦しんでいる者もいるが、それもまぁ 自分で撒いた種、創作
インフォメーション
各 担 当
の為のエネルギーにもなって来る。
阪和部会の報告
正野忠之君
★クラブというところは 妙なところで 各人は何かをしても良いし、しなく
食前感謝
岩坂正雄君
ても良い。決して強制される事も無ければ 阻止されることも無い。その時々に
食事
一
同
ふさわしい企画がなされ うねうねとうねりながら形になって行き、程ほどの成
ゲストスピーチ
井上幹一氏
功と、わずかな失敗は包摂したまま過ぎ去っていく。
「ボランティアにささえられている
スペシャルオリンピックスとは」
★私は 河内クラブで 他人(ひと)を楽しませる為に企画する機会を 度々与
誕生・結婚祝
望月 会長
えられてきたことを思い感謝する。 今回の部会開催においても、皆さんの賛同・
箕浦&藤井君
にこにこアワー
協力を得、イメージどおりに実施できた。
ＹＭＣＡの歌
一
同
創造する楽しみは、人を驚嘆させ、喜ばせることにある と私は思っている。
閉会挨拶・点鐘
望月 会長
その為に想像のつばさをどれだけ広げられるかが 問われる訳で 及びもしな
いけれど 乞われて引き受けた部長職を全うするため昨年の今頃からこのイメ
ージをふくらませ練り上げてきた。
★職場でも無く、学校の創作サークルでもないワイズメンズクラブの中で 思い通りに作り上げる困難さに戸惑いつつ 天
候にも恵まれ なんとか 達成できたことを 可としよう。
★実行委員長にも言ったことだが 生みの苦しみの経験の数が 自己を成長させる。
★創造の翼を広げようと欲する仲間たち！ 共に ポジティヴに切磋琢磨しよう。

会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
８ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２２名
２名
１８名
１名
８６.4％

％を

ゲスト＆ビジター
メネット＆コメット
例 会 出 席 者
役 員 会 出 席 者
８月の全出席者

％に訂正いたします。

３０名
１４名
６２名
１１名
７３名

８月度ＢＦポイント
現金
0円
累計
0円
切手
０pt
累計
０pt

書き損じハガキ
８月分
0円
累
計
0円

にこにこファンド
８月分
0円
累
計
26,127 円

大阪河内ワイズメンズクラブ
8 月例会報告
２００６年８月２７日（日）14:00〜17:30
出席者(敬称略)
メ ン 横田・佐古・望月・芳澤・丸尾・宮本・田中・
伊藤・尾北・藤井・正野・箕浦・山内・鈴木
新本・中野・初田・大谷
メネット 望月・伊藤・初田・新本・田中・和田林・
ゲスト＆ビジター 今井利子（なかのしま）・東良學・小池晃・寺
岡博也・松岡虔一（サウス）・遠藤典子・佐々木貞子（泉
北）
・東正美（和歌山）小滝雅・福島智恵・田村弘美・安
部美智子・平床優佳・森迫由佳・宮野絵理子・池永聡志・
細田敦子・松岡佑将・岡村有佑・押川綾・横江香津子・
高橋優・菅秀晃・
（ウエルネス）浜添吉生・月川智宏・大
塚由美・福井沙由峲・玉西舞子（サンホーム）宮本善之・
横田允宏・大谷聡・ゆき・幸輝・健人・川上晃世・玲奈・
地神日奈・南川あいか（メンバー関係）

２００６年 ９月報

--サンホーム ６階 −
記録

丸尾欽造

ーも出席され、帰朝のご挨拶をいただきました。（コ
メントは別掲）８月の誕生お祝いは、鈴木えみさん
を除いて配偶者の方ばかりでしたが、ハピバースデ
ェィトゥユーの歌ぐらいはみんなで合唱しようでは
ありませんか。

以上 62 名

窓辺にひろがる周辺のマンション群も覗きこんで
くるような昼下がりの例会場。納涼例会を象徴する
かのようにアロハ調の衣装もちらほら。いつもと違
う違和感も新鮮でした。
第一部、司会の尾北昇君が開会
を告げると、望月強会長の点鐘は
いつになく力強く響いていました。
「酷暑の中、クラブの活動は過密
なスケジュールが続いている」と
会長のご挨拶をいただき、
さらに各委員から次々と
秋の活動予定が伝えられ
ました。近頃の河内クラブ
の活動は、静止画像の切り
接ぎではなく動体画像が
オーバーラップするかのようなスケジュールを感じ
ます。
特別メネットであっ
た大谷美佐子さんが会
員として入会される決
意を示され、晴れてその
入会式が行われました。
今期の新会員３人目で、
７月に続いての入会式典です。
大谷美佐子さんは、「特別メネ
ットとして、自分の都合のいい
ときだけ参加していましたが、
ワイズメンとして勉強しながら
積極的に関わることができれば
と思っています。」とコメントされました。初田稔、
丸尾欽造の両君は今年も区委員として役務を委嘱さ
れ、区理事よりの委嘱状が会長から手渡されました。
この夏、シンガポールとスリランカに短期研修に派
遣されていた小滝雅さんと森迫由佳さんの両リーダ
−２−

第２部は、お食事と交流の場。司会は、鈴木みえさ
ん。テーブルに美しく並べられたカラフルなお料理
は箕浦泰之君のセッティングです。時間の経過とと
もに会場は若者たちのお顔があちこちいっぱいにな
りました。ボランティアリーダー諸君の自己紹介は

陽気で明るく、食事の間も、彼等は素敵な笑顔で気
配りの行き届いたお世話をされていましたね。若者
に学ぶべきことを一つ知りました。程良いところで
舞台は大阪サウスクラブから馳せ参じてくださった

小池晃奇術師と寺岡博也手品師の出番です。それに
花を添えたのが我が横田憲子女流魔術師。いずれも
総師・横山慶昭ワ
イズの門下生。こ
の文化財を絶やし
てなるものかと平
素から修練を重ね
られており、その
一部をご披露下さ
いました。理屈っ
ぽいオッサンたちも手玉にとられつつ楽しんでいる

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００６年 ９月報
光景は実に平和であり天真爛漫そのもので、「紐結
び」マジックの手ほどきを受けていたリーダー諸君
にかいま見た真剣な素顔とは好対象でした。
今年のオークシヨンは、なぜか茶の間のような一
体感があり、提供品も購買意欲をそそるものが多く、
特にワインショップかと思わすようにボトルが並ん
でいました。見事な売りさばきのお陰で売上高は、
８０，４５０円にもなりました。
小池晃会長（大阪サウス）は、「久しぶりに寄せて
もらい益々皆さん和気藹々の度が盛り上がってます
ナ。リーダーたちも活発に動いていて若さをいただ
きありがとうございました」と語られ、また、先月
入会式を済まされたばかりの宮本桂子さんは、「大
勢のみなさんが来られて、特に普段お目にかかれな
いご家族の方々とお会いできて楽しかった。ご馳走
も美味しかったしマジックも楽しかった。納涼例会
は最高ですね。」と話されていました。
サンホーム・ボランティアの福井沙由莉さんと玉西
舞子さんはともに高校一年生で、「納涼例会に初め
て参加しました。ご馳走もおいしかったし、初めて
お会いする人とも楽しくお話しでき、またマジック
ショーを楽しませてもらいました。ここに来ること
ができてとてもうれしく思います。次の機会にもま
た来たいと思います。ありがとうございました」と
異口同音にコメントくださいました。６０数名のご
参加でしたが、お待ちしていた地域のチビッコのお
顔が見られなかったのは少し淋しかったかな。

本日のご馳走

ホッと一息

さぁ〜

伊藤ご夫妻

何を買おうかな

良い物をゲットしました

オークションをする正野君と菅君

本日の献品の山
ハイ！５００円

仲睦まじい大谷ファミリー

チョット、チョット

張り切る菅君

−３−

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００６年 ９月報

オークション集計表
２００６年 8 月 27 日（日）

河内クラブ

東ＹＭＣＡ

納涼例会

商品名
梅干
フランスワイン
マット
バッグ
ジグソーパズル４点
お子さまお楽しみ袋
白ワイン
ウエハース・トムヤンクン
カヤジャム・フルーツ・マンゴー
栓抜き・なべ敷き・
手作りらっきょ酢漬
べっ甲煮
目玉焼き・卵焼き器
のりの佃煮
のり缶
ハンカチ
ハンカチ
靴の湿気取り
エアーウオゥシュ
防虫ふろしき
紅茶缶
ちりめんじゃこ
泡盛
鮎の姿煮
手作りケーキ
そうめん
ぶどう
赤福もち
ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ手芸ｾｯﾄ
お茶
カバー
シンゴジューム
ピーマン
壁掛け
たまねぎ
果実酸
手作りきんちゃく
名刺入れ
真珠付ブックマーク
コーヒーカップ
味付けのり
スリッパ２足
ペットボトル
浴用バブ一箱

提供者
田中
初田
和田林
今井
望月
正野
横田
こたき
こたき
森迫
伊藤
岩坂
今井
尾北
尾北
佐古
横田
伊藤
伊藤
伊藤
横田
岩坂
新本
横田
山内
遠藤
今井
東
佐古
大藪
藤井
田中
新本
大谷
丸尾
大藪
吉澤
宮本
宮本
尾北
佐々木
横田
箕浦

購買者
寺岡
吉澤・新本
大谷・小池
宮本
横田・高校生
大谷・愛・地神
吉澤・佐々木･山内・ひらとこ
初田・大谷
伊藤・鈴木・田中
初田・松岡・遠藤
今井・遠藤・望月
望月
望月
和田林
小池
初田
尾北
望月
小池
今井
伊藤・中野・山内
今井・大谷
遠藤
伊藤
横田・中野
東
福井
田中
初田
新本
望月･田中
遠藤
横田さん
望月・横田

発泡酒２０缶
シャツ＆パンツ
ウエジウッドセット
ワイン２本
不明
TOTAL

山内
新本
岩坂
不明
不明

小池
伊藤
新本
佐々木
不明

初田・田中・小池・寺岡・和田林

望月
横田・中野・望月・宮本・大谷・伊藤

田中
初田
横田
大谷
望月
初田
丸尾

落札価格
７００円
3000 円
2500 円
６００円
2500 円
450 円
6000 円
600 円
2600 円
1300 円
2100 円
７００円
１５００円
１６００円
７００円
７００円
２０００円
２００円
２００円
２００円
5700 円
600 円
１０００円
１５００円
2200 円
１７００円
９００円
９００円
３００円
１２００円
2200 円
１１００円
２００円
2000 円
1000 円
１０００円
9000 円
５００円
１０００円
２５００円
２０００円
５００円
７００円
２０００円
２０００円
５００円
１５００円
３０００円
１６００円
80,450 円

沢山の献品と高額でのお買い上げにご協力を頂き感謝申し上げます。
提供者と購買者の不明があり、献品して頂いた方には申し訳ありません。
記録
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正野忠之

大阪河内ワイズメンズクラブ

２００６年 ９月報
五省

第 32 期第 3 回役員会
２００６年 8 月 24 日（木）

東ＹＭＣＡ

新本

英二

全ての活動は EMC へ続く
日本区強調月間
出席者

9 月例会

Menettes

望月・丸尾・岩坂・初田・芳澤・横田・鈴木・
佐古・田中・田保・望月メネット
９月２１日（木）18：30〜20：3０
サンホーム
担当：C グループ
田中・増石・箕浦・藤井・初田・和田林・佐古
９月のゲストスピーカー
井上幹一 氏(SON 理事・執行役員)

9 月例会役割分担
司 会
佐古至弘 君
食事手配 佐古至弘 君
ニコニコ 箕浦泰之 君・
10 月号ブリテン原稿担当
こーひーぶれいく
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム(私の独り言)
にこにこテープ起し
巻頭言

聖句朗読 初田 稔
食膳感謝 岩坂正雄
藤井敬子 君

新本英二
岩坂正雄
田中惟介
鈴木えみ
尾北 昇
佐古利子
初田 稔
伊藤圭介

君
君

君
君
君
君
君
さん
君
君

この夏のある日、日本映画の番組から１９４１年
制作の「勝利の基礎」と題する広島県呉市沖にあっ
た江田島の海軍兵学校の日常生活を克明に描いた記
録映画を見た。
難関の入学試験を突破して３年半の訓練を受ける
兵学校学生の、入学から卒業までの主立った行事と
学内での上級生をいり混ぜての分隊編成の実情を紹
介するものであった。
早朝の起床ラッパが鳴り響くと、全員走れ走れの
号令がかかる。とにかく学内での行動は走ることが
要求される。授業が開始される教室に向かうのもバ
ッグを持って走るのである。クラス分けの学科授業
は高度内容であった。夕食後の温習といわれる自習
時間は毎日１８：３０から２１：００の２時間３０
分行われていた。温習終了５分前の合図がかかると、
兵学校特有の自己反省を繰り返す静粛の時間があっ
た。当番学生の唱える次の五省が一句ずつ読み上げ
られて、３０秒くらい全員目を閉じて無言の行が行
われた。読み上げられる一句ずつ自己反省をするの
であった。
もとる

至誠に悖るなかりしか。
言行に恥ずるなかりしか。
気力に欠くるなかりしか。
うら

審議事項・連絡事項
９月例会プログラム決定・
上記の通り決定
2. 年間ゲストスピーカーの選定について
系統だてて準備したい
次回の役員会でゲストスピーカーの候補者名を
出し合う。取りあえず１０月例会は山内君に、
１１月例会は丸尾君に紹介を依頼する。
3. じゃがいもプロジェクトについて
発注はじゃがいも 910 ケース、かぼちゃは１００
ケースとする。
4 .阪和部会の予定に関して
９月０１日（金） 前々日の備品のチェックと確認
東 YMCA
18.00〜
９月０２日（土） 前日の備品搬入及び館内設定、
掃除その他
13.00-17.00
予算案が別紙で提案され了承
それまでに準備作業会を正野委員長が招集する。
販売コーナーも設ける(担当は横田)
現在の参加予定者は１４８名
5. 8 月 26 日
和み 居酒屋 参加者予定
横田・佐古・望月・伊藤メ・望月メの５名が参加
6. その他
・ ９月３０日（土）
和み 居酒屋
・ ９月０８日（金） 第２例会
・ ９月２８日（木） 役員会
・ ８月２７日の大掃除の参加者は事前にサンホームへ
・ チャリティラン準備会 8/30 の出席確認(田中)
・ スペシャルオリンピックスの実施協力打合わせ会が開
かれた(丸尾君より報告)

努力に憾みなかりしか。
不精に亙るなかりしか。

1.

先日兵学校卒業生に出会った。映画と五省の話を
すると、手帳の中から折りたたまれた一枚の紙片が
取り出された。この人は今も自己反省を日夜なさっ
ているのだと思った。
行事の中では壮烈な「棒倒し」があった。全校生
徒全員が二分されて巨大な棒を人間が
四段五段に山をつくって防御する。この防御陣を突
破するには、相手陣の人山を飛び上がって行かなけ
ればならない。とにかくものすごい棒倒しであった。
攻撃精神の神髄はこれであったと思った。

今月のゲストスピーカー
「ボランティアにより支えられている
スペシャルオリンピックスとは」
井上幹一 氏
スペシャルオリンピックス日本
理事・執行役員
スペシャルオリンピックス日本・大阪
理事・事務局長
大阪府立寝屋川養護学校 勤務
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主査会報告
初田

稔

第１回の阪和部主査会が、盆休みも終わった暑い
８月 19 日の土曜日に南 YMCA で開催されました。
当日はメネット会長会も併催され、二つの会合に参
加された方々にはハードな会合でありました。
主査の皆さんには、期が始まっての直近の会議で
あり、あまり活動報告的な発表は期待できない事情
がありましたが、今後の活動について熱心に討議を
していただきました。
特に、９月に行われる EMC・YY フォーラムにつ
いては活発な意見の交換がありました。また、9 月
３日の阪和部会でのサポートも快く引き受けて頂き
ました事に感謝でした。

田中阪和部長のご挨拶

会議風景

第 18 回

阪和部部会報告
初田

稔

秋晴れの、しかし残暑厳
しき９月３日(日)に、第１
８回阪和部会が東大阪の
近鉄花園ラグビー場で開
催されました。
田中部長が念願してい
た、「広野にワイズの旗を
立てよ」が達成された一瞬
でした。
センターポールに風を受けて翻るワイズ旗を目のあた
りにし、流れるワイズソングを聞くと胸に込み上げてくる
感情を抑え切れなかったのは私だけではないと思います。
一部では、「ラグビー場で何をするの」と懐疑的な発言
も聞かれましたが、部会が済んでお帰りになる皆様から、
「よかっよ」
「こんなんとは思わんかった。ええ場所やね」
「久し振りに良い汗をかいたわ」「感動した」「感激やっ
た」等々のお声がけをいたたき、これまでの準備に費やし
た苦労は全て吹き飛んでしまった気持ちでした。
謝辞の挨拶をした正野実行委員長の声が潤んでいたの
もよく気持ちがわかりました。
クラブの皆さん、本当にご苦労様でした。クラブの力が
結集して良い結果をもたらしたと思います。

−６−

この笑顔をご覧ください。楽しさが伝わると思います。

大阪河内ワイズメンズクラブ

理事通信抜粋

9 月報

バレンタイン賞・エルマークロウ賞が授与
されました
大会初日のディナーパーティーの席上、直前国際
会長 Benson Wabule による表彰があり、西日本
区の次の方々が表彰されました。
バレンタイン賞 今村一之ワイズ
（大阪土佐堀クラブ）、
エルマークロウ賞 惠美奈博光ワイズ
（大阪サウスクラブ）。
おめでとうございました。

ワイズメンズクラブ国際協会が 国連経済
社会理事会認定 ＮＧＯ に
前述の国際大会においてワイズメンズクラブ国際
協会に、国連経済社会理事会(経社理と略称)の特殊
協議資格が与えられたことが発表されました。経社
理は、国際的な経済問題・社会問題の討議と政策勧
告を通じて国際協力を醸成する機関で、５４カ国の
理事国により構成され、国連の７割に当たる人材と
資金が投入されています。
経社理との協議資格が与えられたＮＧＯは、関係
する会合に出席することが許可され、時には発言を
招請されることがあります。経社理は、ＮＧＯに対
しそのノウハウを国連に持ち寄る機会を与えること
により、国連と市民社会の大切な関係を維持しよう
としています。

第 11 回西日本区大会開催地決まる
２００８年６月１４日（土）・１５日（日）の両日、
奈良１００年会館（ＪＲ奈良駅から３分）、ホテル日
航奈良（ＪＲ奈良駅から１分）を会場に、第 11 回
西日本区大会が開催されます。
ホストクラブ：奈良クラブ
（阪和部全クラブが支援予定）

歯ブラシを集めています!!

２００６年 ９月報

国際大会に参加して
望月 強
8 月 3 日より 6 まで韓国釜山大会にメネットと共に参
加しました。今回は伊藤メンからホームページに関心のあ
る人達で国際で活躍している人の取材をするよう命令が
あり、お蔭様で色々な人と話すことが出来ました。英語が
苦手なので、大阪クラブの豊島メンとサウスクラブの鉄谷
メンに助けをかりて何とか取材ができました。又済州クラ
ブの宋さんとお会いし親交を深めました。

左から２番目が宋さんです。他の方も済州島の他のクラブ
のメンバーです。

スリランカキャンプを終えて
大阪東ＹＭＣＡリーダー

森迫由佳

８月９日、１０人のリーダーが集まり、
「私たちの希望
…それは笑顔でつくる未来」というコンセプトを掲げてス
リランカに行きました。海外でのキャンプということで、
言葉や文化の違いをどう乗り越えるのか不安は多くあり
ましたが、子どもとの関わりは世界共通でした。子どもと
共に手をつなぎ、歌をうたう、ダンスする、山に登る、鶴
を折る、ごはんを食べるなどのプログラムを行いました。
今回のキャンプではシンハラ人とタミル人という他民族
の子どもがいましたが、子どもは民族の違いで差別したり
しません。お互いを認め合い、協力できる純粋な心を持っ
ていました。
その一方で、スリランカでは民族紛争が再び起き、多く
の子どもたちが犠牲となっています。キャンプを終えた子
どもたちの中には、道が遮断され、家に帰れない子どもも
いました。罪のない子どもたちが犠牲になることが辛くて
辛くて仕方ありません。私たちには何ができるのでしょう
か？
このキャンプでは、戦災や津波の被害を受けた子どもた
ちにも笑顔が溢れました。この笑顔が消えないように祈り
続けます。そして、このキャンプが１０年続いてきたよう
に、これからも続いてほしいと思います。
今年のキャンプに私を導いてくださった皆様に心から
感謝しています。そして、様々な面でサポートしていただ
いた皆様にも感謝します。ありがとうございました。

未使用の歯ブラシを集めています。ご家庭で
眠っている歯ブラシを９月例会にご持参くだ
さい。
形は不問です。未使用であればどんな歯ブラ
シでも結構です。
メネット会長会の席上でアピールがありま
した。
メネット会長

望月治子

−７−
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東ウエルネス報告
東 YMCA 鈴木えみ

7,8 月は夏特別プログラムでした。今年も約 180 名の
子ども達の参加がありました。そのなかでも阿南キャンプは毎年たくさんの子ども達が参加をするプログラ
ムです。
今年は 2 泊 3 日と 3 泊 4 日の 2 つのキャンプがあり、どちらのキャンプも台風の風の影響で 1 日はプロ
グラムをすることが出来ませんでした。その台風は雨台風だったようですが、阿南地方は台風の西側に当た
り強風が 1 日中吹き続けるという影響がありました。
海洋プログラムは、強風によるシケでもちろんお休みです。空は晴れているのに海に出ることができない
子ども達はとても残念そうでした。ですが、夕方になり風が収まり、海岸線にビーチグラスや貝を拾いに行
きました。ビーチグラスはガラスの破片ですが、ビンが波や岩などで砕かれそして磨かれて、まるでガラス
玉のようにきれいです。それを砂利の間から見つけます。茶色や水色、緑や青色、オレンジやピンク色もあ
ります。子ども達はそれを拾い、木箱に大切にしまって大阪に持ち帰りました。
ビーチグラス拾いをしたあと、みんなで海岸清掃をしました。阿南の近くに日和佐というウミガメの産卵
場所として大変有名な浜があります。そこに産卵の為に帰ってくるウミガメは毎年減っているそうです。そ
のひとつの原因として、ウミガメが波間に浮いているビニール袋をクラゲと間違って食べてしまうことがあ
るそうです。消化できないビニール袋を食べた海がめはそのまま死んでしまうそうです。子ども達はその話
をリーダーから聞いて、海岸清掃をしました。ひとつ袋を拾い上げるたびに「カメさん死なないでね」とい
う祈りを込めながら・・・
海の自然に抱かれた中で仲間と交わり過ごしたキャンプ期間、子ども達は豊かな感受性で物事を捉えそし
て考えたことでしょう。そんな体験の傍らにウエルネススタッフやリーダーが共に居られたことは、神様か
ら与えられた祝福だと思っています。

＊＊＊＊
小滝

リーダー海外研修ショートリポート

＊＊＊＊＊

雅 さん（派遣先・シンガポール）
シンガポールはとてもきれいで、日本とは違い緑がいっぱいでした。そんな中でたくさんのキャンプ
とローカルの子どもたちの体操クラスに参加しました。ローカルのプログラムでは、言葉の壁を感じ
ましたが子どもたちはそれ以上に私たちのことを分かろうとしてくれ、毎日とても楽しく過ごすこと
ができました。これからもこの経験を活かしてがんばりたいです。

森迫 由佳 さん（派遣先・スリランカ）
スリランカキャンプを終え今頃子どもたちはどうしているのかと思う日が続いています。戦災や津波
の被害を受けた子どもたちの心のケァキャンプとして子どもたちの笑顔をつくろうとがんばってきま
した。たくさんの笑顔が見られ、これからの未来が期待できそうです。今起こっている民族紛争がな
くなるよう祈るばかりです。これからも子どもたちの力になりたいです。ありがとうございました。

1.敬老祝賀会（９月１７日）
特養の祝賀会を開催します。催し物として大正琴、子供達の空手などを予定しており、食生活創造室特製
の豪華なお食事も用意し、皆様の長寿を祝います。最高齢は１０３歳の F.Y さんです。米寿の方が２名、白
寿の方が１名いらっしゃいます。サンホーム入所者５０名の内２３名の方が９０歳を超えておられます。

2.レインボウクラブ（９月２４日）
今年度からレインボークラブは「東大阪手をつなぐ親の会」（青山会）の知的障害者の方を招待しています。
親の会のご希望で年間を通じて六甲山 Y へお招きしますが、今回は希望者が多く１０名が参加見込みです。
前回（７／２）は公用車３台を使いましたが、今回はマイクロバスを手配する予定です。
また、青山会所属の東大阪福祉作業所（通所）では、廃品回収、アルミ缶の回収も行っています。サンホ
ームでも古新聞、ダンボール、廃紙（シュレッターをかけた物）、アルミ缶などを回収してもらうことになり
ました。

−８−
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「私の独り言」

大谷美佐子さん

美由樹が２歳ぐらいの時に YMCA のファミリー
スキーに参加し、そこで望月会長と知り合い、主人
がワイズに入りました。
この度、私がメネットよりメンに変わりまして気お
くれしておりましたところ（実際、まだ何もしてな
いのですが、皆さんの活動を見て…）あるメンの方
が「ワイズを、楽しんでください」と声をかけてく
ださいました。
これから積極的に行事に参加し、人との出会いを大
切にワイズ活動を楽しんでゆきたいと思っています。
もちろん、メネットの会にも参加させて下さいね。

阪和部

会議風景

挨拶をする田中部長

メネット会長会の報告
メネット会長

望月治子

８月１９日阪和部のメネット会長
会が南ＹＭＣＡで開かれました。今回
は田中メネット主査の案で、西日本区
メネット事業主任松田洋子さまをお
迎えして、国内プロジェクトの方針や
計画をお聞きいたしました。
今期は「母の願いは、平和を愛する心」と題して
日本ＹＭＣＡ同盟主催の１１月１０〜１２日六甲Ｙ
ＭＣＡで開催される「全国ＹＭＣＡピースリーダー
シップ」プログラムに協賛し支援する事になりまし
た。１１日１７時からは西日本区メネット事業アワ
ーの時をもたれます。部分参加でも結構ですので、
多数のメン・メネットの方の参加を呼びかけていま
す。そして、リーダーとの交流していただけますよ
う計画されています。
９月はメネット月間です。阪和部の各クラブにお
いても楽しい例会が計画されています。時間の許す
限り各クラブ訪問をいたしましょう。
阪和部合同メネット会が１１月１８日（土）上六
都ホテルにて開催されます。講師には和歌山紀の川
クラブの永井康雅メンに「はなしにならないはのは
なし」を話して頂きます。
尚、今年もカンボジアへ歯ブラシを送られますの
で９月例会にご持参下さい。ご協力の程よろしくお
願い致します。

松田メネット主任

本日の参加者の皆さん

名字のお話
正野忠之

普段、田中さん、望月さん、初田さんと呼ぶ名字
（みょうじ）について調べてみると、なかなか面白
いものがあります。名字は苗字とも書き、元々、名
字（なあざな）と呼ばれ、中国から入ってきた字（あ
ざな）の一種であったと思われています。
この名字、みなさんの周辺でも珍しい読み方だな
という人に出会ったことがあると思いますが、世の
中には判読ができない、でも名づけ理由を聞いてな
るほどと思う名字って、実はたくさんあるようです。
そこでいくつかご紹介しますので、みなさんも読み
方を考えてみませんか？
まずは、小鳥遊さん、月見里さん、八月一日さん
これらは風情のある「なるほど」なのですが、数
字を使ったちょっと笑える変わった名づけ理由の名
字もあります。
一さん、二さん、九さん、十さん
さあ、みなさん、わかりますか？ 調べずに考えて
みてください
例会で(^.^)

田中メネット主査
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HAPPY
箕浦 泰之
岩坂 千種
増石 民子
田中加代子
芳澤 伸之
新本 英二

BIRTH

１９４７年
１９ＸＸ年
１９ＸＸ年
１９？？年
１９５５年
１９３０年

DAY

WEDDING

９月 ３日生
９月１３日生
９月１９日生
９月２０日生
９月２７日生
９月３０日生

September 2006
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結婚記念日の方はおられません

日本区通年強調目標 Public Relations
魅力あるワイズ活動を、あなたの自信ある言葉とワイズパンフレット等を活用し、外に向かって大いにア
ピールしましょう。
荒川恭次 広報事業主任（名古屋グランパス）

西日本区強調月間

Menettes

ファミリーで参加しようワイズダム。世界の愛が見えてくる！！
松田洋子

メネット事業主任（大阪豊中クラブ）

お知らせ

９月−１０月の予定
９月
９月 3 日(日) 阪和部会 花園ラグビー場
９月 ８日(金) 第２例会 サンホーム
９月１０日(日) 京都部部会
９月１６日(土) 西中国部部会
９月 17 日(日) EMC フォーラム 南 YMCA
９月１８日(祝) 中部部会
９月２１日（木）例会 サンホーム６階
９月２３日(祝) 九州部部会
９月２８日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
９月３０日(土) 居酒屋 「和み」
９月３０日(土) 中西部部会

１０月
１０月 ６日(金) 第２例会 サンホーム
１０月１４日(土) 瀬戸山陰部部会
１０月１４日(土) 第２回主査会
１０月１９日（木）例会 サンホーム６階
１０月２１日(土) じゃがいも到着
１０月２２日(日) 東 Y まつり
１０月２６日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１０月２８日(土) なごみ
１０月２９日(日) びわこ部部会

Wind

From

Kawachi

残暑お見舞い申し上げます。暑さ厳しき中でも快晴に恵まれ、第１８回阪和部会が開催されました。晴れ渡った青
空の下に、生駒山を背景にワイズ旗が翻ったのは本当に感動しました。クラブ員が一致協力して行う事が出来たイベ
ントだと思います。お手伝いいただきました全ての方に感謝いたします。
(M.H)

第 32 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:望月 強 副会長:丸尾 欽造 書 記:岩坂 正雄・初田
メネット会長:望月 治子 直前会長:横田 憲子

稔 会 計:藤井 敬子・芳澤
連絡主事:鈴木 えみ

伸之

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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