
 

 

 

２００７年１月報    Vol ３７６ 
 

 
２００６～２００７年度【主  題】 

ク ラ ブ 主 題「すべての活動は EMC に続く」                望月 強  
阪 和 部 主 題「この先を見よう!!」 広野にワイズの旗を立てよ!          田中惟介（大阪河内クラブ） 
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」        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!            Lee Joo-Min(韓国) 
国 際 主 題「Active Participation with Love」愛をもって積極参加         Choi Han-ki (韓国) 
 

 
  【今月の聖句】 コリントの信徒への第二の手紙 ４章１６節 

だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの「外なる人」は衰えていくとしても、私たちの「内なる人」は日々新たにさ

れていきます。 
変わっていくものと、変わらないもの。変っていくものにこだわらず、変わらないもの変ってはならないものを大切にし、 

豊にすることを新年の願いにしたいものです。  

 

「命」       会長 望月 強 
 

新年おめでとうございます。 

 

昨年の世相を反映した漢字は「命」でした。毎

年その年の漢字を一文字で表し、その漢字を清水

寺の森清範貫主が縦約１．５メートル、横約１．

３メートルの大きな和紙に一気に力強く書き上げ

ます。その様子テレビで見ていまして、一昨年 11

月の河内クラブ３０周年記念に開催した講演会の事を思い出しま

した。 

クラブが一丸となって１０００人を集めようと努力した事。命を

テーマに金子真介師にお話しをしていただき、感銘を受けた事がよ

みがえっています。副題が「今・命を考える」でした、河内クラブ

が世の中を先取りした感がします。 

 今年はどの様な年になるのでしょうか。一文字で表される漢字は

何でしょうか。環境問題に意識が進み、又介護問題もクローズアッ

プされ「護」がノミネートされるでしょうか。又、反対に負け組み勝ち組で格差が広がり、「差」が選ば

れるのかな。 

私自身は「老」に負けないように抵抗しながら走りたいと願っています。 
 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

会 員 数 ２３名 ゲスト＆ビジター        ５２名 12 月度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） １名 メネット＆コメット  7 名 現金 0 円 12 月分 12 月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ７６名 累計  0 円 0 円 0 円

メ ー ク ア ッ プ 2 名 役 員 会 出 席 者 15名 切手 320pt 累    計 累    計 
1 2 月 の 出 席 率 ８２.6％ 12 月の全出席者 ９１名 累計 35,820pt 0 円 85,803 円

 

１月例会プログラム 
1 月 18 日(木) サンホーム 

 

   司会  中野義彦君 

開会点鐘         望月 会長

ワイズソング       一   同

聖句朗読         岩坂正雄君

スト&ビジター紹介      司会者

会長の時間        望月 会長

インフォメーション    各 担 当

食前感謝         岩坂正雄君

食事・歓談        一   同

スピーチ     鈴木えみ君 

     アジア漫遊記 
   ～シンガポール駐在記～ 

 

誕生・結婚祝       望月 会長

にこにこアワー    山内君・芳澤君

ＹＭＣＡの歌       一   同

閉会挨拶・点鐘      丸尾副会長
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 １２月例会報告   --サンホーム ６階 －      
２００６年 12 月 10 日（日）17:00～21:00                      記録 増石広之 

出席者(敬称略) 

メ ン新本・佐古・大谷・丸尾・望月・芳澤・尾北・藤井・横田・

田中・山内・中野・伊藤・鈴木・岩坂・増石・田保・・ 

メネット 望月・伊藤・新本・大薮・田中・中野・和田林 
ゲスト＆ビジター 美穂 蘭（ゲスト） 

今井利子(なかのしま) 山田豊・東正美（和歌山）・松岡虔一・

惠美奈博光・富紀子・吉田全孝・芳子（サウス)遠藤通寛・典

子・佐々木貞子（泉北）・福永勝(土佐堀) 横田允宏・大谷ゆき・

幸輝・健人・小西陽・美江・毅・田中貴・美香・雪音・山口明

子(家族) 鈴木章弘・森迫由佳・安部美智子・高山桃子・小滝雅・

小瀬弘之・松岡佑輔・宮野絵理子・田村弘美・池永聡志・庄野

隆介・中田みき・二ノ湯綾・平床由香・押川綾・中西喬子 (リ

ーダー）月川智宏・大塚由実・矢野成悟・河井五月・徳森明美・

稲毛延香・葛島経生・坂之上範子・飯島点重（サンホーム）菅

秀晃・高橋優・細田敦子（スタツフ） 

以上 76 名 

 

第一部 場所サンホーム 2F  

司会 田中惟介君にてワイズの例会が持たれた。

会長の時間には望月会長より国際の選挙についての

報告等があった。インフォメーションは各新年会の

お誘いがあった。 

 
 

第二部 場所サンホーム 2F  

尾北昇君の司会で賛美歌の合唱と、クリスマスメ

ッセージが松岡牧師により語られた。キャンドルサ

ービスのうちに説教があって厳かな気分でお話に聞

き入った。 

 

クリスマス会 場所サンホーム 6F  

丸尾欽造君の司会で進められた。登場人物を当て

るスタンツは、子供の方が大人より良く当てていた。

リーダーのコーラスも努力の跡が見られた。美穂蘭

さんのステージは公私を、全部ぶっつけて、精力的

につとめて頂きました。 

食前の感謝は佐古君ドクトクの内容で、皆が聞き入

っていました。食事は、サンホームの厨房にて、内

容の素晴らしい、ボリゥムのあるお料理を作ってく

ださり、何時もながら、感謝で頂きました。 

 
 

ロビー展は、河野先生の審査による優秀作品の表

彰が先にあり、続いて各部門の表彰ありました。初

田君作の賞状と豪華な副賞が尾北委員長より渡され

ました。 

 
 

望月会長が扮するサンタクロースも良くお似合い

で、チビッ子たちに大歓迎を受けて大変嬉しそうで

した。 

 
 

続いてオークションは菅君が競り方を務めて、リ

ーダーにやさしい、ノンベーに厳しい競りをしてい

ただきました。皆さんご協力有難うございました。 

反省点は時間が大幅にオーバーして、遠方の方は

時間を気にして帰られました。 
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クリスマス例会フォト(12 月例会) 
 

 
リーダーコーラス 

 
美穂 蘭オンステージ 

 
とてもチャーミングな歌姫 

 
酒豪の集 

 
今日はお楽しみですか 

 
話が弾みます 

 
何で俺が姫や娘なんや・・・・ 

 
これは河内のメンバーではありません 断じて 

 
オークションに期待する参加者 

 
ワ～イ サンタさんだ 
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１２月例会オークション集計 
提供者 商品名 落札者 落札価格 

タオル 3 枚 望月 700

ボトル 福永 500

ぐい飲みセット 山内 500

バスタオル 吉田 1000

今井  

タオルセット 伊藤 500

恵美奈 おかきと飴 伊藤 1000

ハムセット 恵美奈 1600

今井・横田・遠藤・東・和田林 新本 
漬物×11  

望月・伊藤・恵美奈・他 2 名 
1100

初田 スパークリングワイン 2 本 遠藤・望月 3000

味の素ギフトセット 遠藤 1000
丸尾 

ＵＣＣコーヒーセット 今井・田中 800

望月・新本・田中・大谷・恵美奈 
コーヒーセット 250*8  

吉田・遠藤・佐々木 
2000

尾北  

コーヒー 新本 1000

望月 洗剤 田中 3000

中野 コーヒー 伊藤 1000

フットローラー 松岡 300
佐古  

バッグ 伊藤 1000

紳士靴下 300*2 恵美奈・新本 600
大薮 

バスコロン 400*3 伊藤・東・増石 1200

リプトン紅茶 中野 1100

味付け海苔 伊藤 1000

カレンダー 池永・伊藤・和田林 1500
岩坂 

カレンダー 小瀬 600

バッグ 5 点 横田 500

ガラスコップ 安部 300宮本 

電気おかゆ鍋 伊藤 500

牛乳パック座椅子 田中 1500

袋物 増石 700

巾着 吉田・恵美奈・望月・横田 1200
和田林 

コースター 中野 400

巾着 600*7 増石・望月・吉田・伊藤・山内・他 2 名 4200
芳澤 

手造りブローチ 1000*7 吉田・望月・新本・田中×2・伊藤・中野 7000

伊藤 敷き蒲団カバー 新本・田中・望月 1500

サボテン 400*5 和田林・佐々木・遠藤・芳澤・平床 2000
山内 

シクラメン 700*6 吉田・新本・横田・望月・今井・他 1 名 4200

和菓子 新本 2000

紅茶 3000*2 吉田・和田林 6000

ジャム・蜂蜜セット 田中 2100

白ワイン 横田・中野 8000

トートバッグ 吉田 1000

トートバッグ 松岡 100

横田 

チャリティラン カバン 芳澤・増石・池永 150

玄関マット 望月 500
藤井 

玄関マット 伊藤 200

ウール毛布 山内 1000

綿毛布 望月 1000東Ｙ 

タオルシーツ 芳澤 800

ＹＭＣＡトレーナー 2 枚 吉田・横田 4000
不明 

シャンパン 2 本 遠藤・山田 3000

 合計  79,850
ご協力に感謝します。半額は YMCA のクリスマス献金に献金します。 
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第６回 チャリティーロビー展 報告 
記録 尾北 昇 

 

今回の出展数は８９点、出展料は 42,500 円と

なりました。この出展料はクリスマス献金として

用いられます。表彰式は豪華な副賞（一万円の旅

行券等）があり、躍り上がって喜ぶメンやメネッ

トの姿がありました。 

 

 

 
吉田さんご夫婦で入賞 おめでとうございます 

 

 

 
ロビー展での表彰で 余は満足じゃ 

吉田さん・福永さん・惠美奈さん 

 

 
ヤッター! 

今井さん・田中部長・遠藤さん 

 
まあ～ 嬉しい! 伊藤さん 

 

 
連続入賞です。 増石さん 

 

 
にんまりと遠藤さん 

 

 
中身は何ですか?  望月さん 
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第３２期 第７回役員会 

２００６年１２月７日（木） 東ＹＭＣＡ 

“全ての活動は EMC に続く！”  

日本区強調月間  IBC・DBC 

 

出席者 望月・丸尾・岩坂・初田・藤井・芳澤・横田・

鈴木・山内・中野・正野・田中・伊藤・大谷・

尾北 

 

１月例会  １月 18（木）・ サンホーム 

担当：A グループ    

  山内・岩坂・伊藤・石田・芳澤・中野・大谷・ 

スピーカー 鈴木えみ君  

   アジア漫遊記 ･シンガポール駐在記― 

 

例会役割分担 
 司  会  中野義彦 君 聖句朗読 岩坂正雄 君 

 食事手配  伊藤圭介 君 食膳感謝 岩坂正雄 君 

 ニコニコ  山内信三 君・芳澤伸之 君    

 受  付  大谷美佐子 君 

 

2 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく      初田 稔 君 

役員会報告         岩坂正雄 君  

例会報告          芳澤伸之 君 

Ｙニュース         鈴木えみ 君 

サンホームニュース     尾北  昇君 

メネットコラム(私の独り言) 初田眞佐子 さん 

にこにこテープ起し     山内信三 君  

巻頭言           横田憲子 君 

 

審議事項・連絡事項 
★ クリスマス会の最終確認 
  友人･家族・メンバーのファミリーを含めて約６０名 

  プログラム・その他は田中実行委員長の原案通り実施 

  ロビー展の入賞作品は決定済み。当日に表彰する 

  出展料は YMCA のクリスマス献金に寄付する 

★ 1 月例会プログラム決定・山内信三君 
上記の通り 

★ 連絡網の充実（携帯電話＆携帯メールアドレス） 

個人的にそれぞれが最も良い連絡網を使用する 

★ 2 月例会概要・正野忠之君   2 月 15 日 
次期役員選挙・信任投票 

★ １月８日 新年合同例会参加者確認 
望月 2・初田 2・田中 2・伊藤 2・横田 1・山内 1・

大谷 1・芳澤 1・??????? 

★ ４月２２日(日) らくらく登山開催について 
実行委員長は正野忠之君 

★ 次期クラブ役員選考委員会の活動報告 

会計に立候補あり。本日委員会を開催して全体の候補

者を決め、２月例会で信任を受ける 

★ 次期阪和部主査(EMC)選考について 
正野忠之君を推薦し、満場一致で決定 

★ ２月２５日(日)サンホーム１０周年祝会 
河内クラブより祝い金として出演者費用を負担する 

★ １月１３日(土)～１４日(日)次期役員研修会 

横田・田中・望月・初田が出席する 
★ １２月２６日(火)ブリテン印刷・発送予定 

午後４時頃より 

★ 金融機関の名義について 
２００７年１月より施行される法律によって 

常任役員を複数名定めて登録する(阪和部長経験者)e

伊藤・新本・望月・田中の各君にお願いする。 

★ その他 
 1 月 27 日（土） “和み”居酒屋 

 1 月 25 日（木） 役員会 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

釣果? 
田中惟介 

 

釣行をやめてまもなく１０年になる。 弟と２人

であちこちの渓流へ出かけていたのだが、朝夕のま

ずめに 道糸の目印が見えにくくなり、ライズする

魚影に対する反応も遅れがち，更に岩から岩への移

動時のバランスにも不安が生じそれらの兆候（洒落

だよ）からきっぱりとやめる事にしたのだ。 

釣はへら鮒に始まり へら鮒に終わるとも言われ

るのだが、キャッチ＆リリースのスポーツフィッシ

ングにはなじめず 釣った魚は全ておいしく頂こう

と決めていたから（掴んだ魚は決して放さないのだ） 

以来竿を手にすることは殆ど 無い。 

１２月の紀の川クラブブリテンにＥＭＣ事業委員

長が「チャーター以来２９名が入会し ３１名が退

会した。自然減以外のドロップが無ければ和歌山に

第３のクラブが生まれていた」 と書かれています。 

釣った魚は感謝して食することで 身につきエネ

ルギーになります。  

新規入会者を釣った魚に喩えるのは 不謹慎のそ

しりを免れませんが、入会者への対応やなぜドロッ

プするのかを考える時、非をその人に求めるのでは

なく 自分たちの 足らざる あるいは至らざる 

を思うことが大切だと感じます。 
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シンガポール珍事情  其の 7 
東大阪 YMCA 鈴木えみ 

カンボジアパート２ 
 いつもご愛読していただきましてありがとうございま

す。今回から読み始めていただいた方はぜひ其の１からお

読みくださいませ。面白いですよ。 

 

 さて今回はカンボジアパート２といたしまして、

アンコールワットのあるシェムリアップの街の近く

にある大きな湖トレンサップ湖での出来事を書かせ

て頂きます。家庭用の壁に貼ってある世界地図を見

ていただいたらカンボジアの真ん中から少し左より

に湖が確認できると思います。琵琶湖は確認できま

せんので、とにかく日本では考えられないサイズの

湖だと想像ください。もうひとつ付け加えますと、

対岸は肉眼では確認できません。飛行機にのって湖

上を飛ぶと「海」と間違えてしまうくらい広大な湖

です。そしてカンボジアは雨季と乾季があります。

ですからこの湖は雨季は乾季の面積の３倍にもなる

そうです。 

 この湖に、湖上生活をしているカンボジアの人た

ちが居ます。この人たちは湖の魚を捕ってくらして

いる漁業従事者です。なかにはその人たちの生活を

支える生活用品を売る人や観光客相手にレストラン

を営む人や遊覧ボート会社を経営する人も居ます。

彼らの家は本当に湖の上に立っていてというか浮か

んでいます。犬小屋も湖の上、小学校も湖の上、豚

がすむのも湖の上です。先ほど言いましたように「乾

季と雨季で湖の面積が変わる＝湖岸線が変わる＝雨

季になったら水没するもしくは乾季になったら漁が

出来ないような陸地に家があがってしまうことにな

る」ので、季節によって家の場所を変えるそうです。

年間２回の引越しが毎年あります。私はその時期に

居合わせたことはありませんが、民族大移動さなが

らでしょう！ 

 この湖にはカンボジア人以外の国の人も住んでい

ます。誰だか想像できますか？それはベトナム人で

す。トレンサップ湖はメコン川に流れ込んでいる川

があります。ベトナム人はメコン川を下り、そして

上ってトレンサップ湖で生活をしています。かれら

は「難民」です。どのような事情で母国から逃れて

きたのか、わたしはくわしくは知りません。もちろ

ん彼らはカンボジアに住むことを法律上は許されて

はおりません。湖上生活者の社会のなかでも一番貧

しいくらしを強いられている人々です。家を建てる

場所も、雨季は雨や湖の水にさらされる危険性の高

いところ、乾季は岸から離れたとこともしくは魚場

から遠いところ。 

トレンサップ湖で生活するカンボジア人の子ども

達は、日本のジャイカが寄贈した立派な学校に通う

ことが出来ます。制服を着て、湖の上にたつ白い壁

の小学校に湖に浮かぶ体育館もあります。けれども

ベトナム難民の子ども達はこの学校に通うことは出

来ません。難民だからです。他の学校に通えるかと

言うと、それは「NO」です。難民だから教育を受

ける権利がカンボジアでは与えられないのです。そ

して前回のブリテンでもご紹介させていただいたよ

うに、ベトナム難民の子ども達は物乞いをして生活

をします。自分が座るのが精一杯の大きさの金だら

いに乗って、長い棒を巧みに使って漕いで、観光客

の乗る遊覧ボートに近づいては、手を伸ばします。

「MONEY、MONEY」と、言いながら・・・同じ

湖の上で生活する人々なのに・・・と、この貧富の

差に愕然としました。けれども今の日本に目を向け

たとき・・・同じ日本のなかでも苦しい生活を余儀

なくされている路上生活をしている人が居たり、ワ

ーキングプアーと呼ばれる人が居たりと、貧富の差

が目に見える形で広がっていることを感じます。そ

の時に同じ日本人としてどう生活するのがよいので

しょうか？そんなことを考えさせられた、トレンサ

ップ湖の遊覧ボートの旅でした。 

 

海外という環境に出てみると、真新しいものを見

て感じて良くも悪くもショックを受けることが多い

です。けれども冷静になって考えたとき、同じよう

な状況が過去の日本にはあったり、物質的には豊か

な国だけれども心が貧しいために、外国とはまた異

なる形での多くの問題を抱えている国だということ

が浮き彫りになりました。どこの国に行っても問題

のないところはありません。けれども自分の国を見

つめなおすために視線を外に向けることの機会が与

えられたことへの感謝は、今、大変大きなものとな

っています。 

 

「フィリピン･ルソン島 台風 21 号被災者 

    支援募金」へのご協力のお願い 
 

日本では全くといって良いほど取り上げられていませ

んが、11 月 30 日にフィリピン・ルソン島を通過した台

風 21 号（ドリアン）による被害は、 UNOCHA（国連

人道問題調整事務所）、AMUDA、ユニセフなどの情報を

総合しますと、死者 1,500 名以上、行方不明者 200 名

以上、13 県の 125 町村と 10 都市が被災。320 万余名

が被災しているとの情報を得ました。 

西日本区では災害発生時より日本ＹＭＣＡ同盟と連絡

を取り、現地のＹＭＣＡによる被災地支援計画が具体的に

定まった時点で募金を始めることを常任役員会で決定し

ておりました。 

本日、日本ＹＭＣＡ同盟 山田公平総主事より支援募

金の依頼があったことを受けて、下記のとおり各クラブに

よります支援募金をお願いいたします。ご協力の程よろし

くお願いいたします。 

【西日本区としての取組み】 

 １）募 金 期 間  

０６年１２月２１日から０７年１月３１日まで 

 ２）支  援  先   

日本ＹＭＣＡ同盟を通してフィリピンＹＭＣＡ同

盟、アジア太平洋ＹＭＣＡ同盟が行う被災者支援活

動を支える。 

 ３）募金送付先   

ワイズメンズクラブ西日本区所定の郵便局の「払込

取扱票」を使用してご送金ください。 

   その際 通信欄に「フィリピン災害支援金」とご記

入ください。          
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ウエルネス報告です。 
               東 YMCA 鈴木えみ 

12 月 10 日の会員クリスマス会と同じ日に、ウエルネス

のプログラム参加会員やそのお友達そして保護者の方を対

象に、布施カトリック教会で「ファミリークリスマス会」を実施いたしました。東ＹＭＣＡのウエルネスと

しては、教会をお借りしての初めてのクリスマス会。参加された子ども達はもちろん、スタッフやリーダー

のなかにも「教会に足を運び聖堂に入るのが初めて。」という者がおりました。1 部礼拝と 2 部祝会を行い、

2 部はボランティアリーダー達が数ヶ月前から企画を練り準備をし、子ども達にクリスマスにまつわること

を劇や歌・ゲームを通じて子ども達に伝えました。 

 礼拝の中で最後に静かにお祈りのときを持ちました。「神様に、イエス様に、サンタさんにお話してみてく

ださい。」と声を掛けると手をぎゅっと組み目を瞑って、何かを強く祈っている子ども達の素直なきよい姿が

ありました。とても美しい姿でした。 

 子ども達が祈る姿を見て思ったことは、『神様はこの子達のような美しさときよさを愛されたんだな』とい

うことと、『その場に居た子ども達やリーダー指導者がＹＭＣＡのＣの部分を体験させていただいた』という

感謝の思いで、鈴木の胸はいっぱいになりました。 

 

 

大阪ＹＭＣＡ報告 Vol.58（2006.12.22 抜粋） 

ＹＭＣＡサンホーム 10 周年記念式典 

高齢者介護施設ＹＭＣＡサンホームは開設して 10 周年を迎えます。2007 年 2 月 25 日（日）午後 2 時か

ら記念礼拝とお祝いの会をサンホームにて開催します。 

総主事就任式 

末岡祥弘さんが 2007 年 4 月 1 日から総主事に就任します。就任式は 2007 年 3 月 24 日（土）午後 3

時から大阪ＹＭＣＡ会館にて執り行います。 

クリスマス献金 

地域ＹＭＣＡを中心に街頭募金も含めて献金活動を行っています。2007 年 1 月末を期限としておりますの

で、お忘れなきようにご協力をお願いします。 

 

 

 

 

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（火）  特養初詣 

１月 ４日（木）  デイ・ヘルパー・地域包括支援ｾﾝﾀｰ・ｹｱﾌﾟ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 ７日（日）  特養新年会 

 １月２７日（土）  居酒屋「和み」 

１月２８日（日）  レインボウクラブ（六甲山ＹＭＣＡ） 

 

イキイキ健康生活セミナー 
第５回以降の予定は、下記の通りです。ご近所の方にお知らせください。 

 

クリスマス献金感謝とお願い 
「東ＹＭＣＡまつりの売上金（81,252 円）」「サンホームロビー展への出展料（42,500 円）」「クリスマス

でのオークションの売上金の半額」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。 

5 １月 転倒予防体操 連続講座全 5 回 １／２３から毎週火曜 

6 ２月 成年後見制度について 弁護士 

7 ２月 減免制度について（介護・障害他）  
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連載ＮＯ 27  
「私の独り言」     中野涌子さん 

 

９４歳の父と９１歳の母を看ていて、身体はとても丈夫で、食欲もあり、見た目には

昔と少しも変わりなく『こんにちは』『元気？』と声を掛けると『変わりないよ』と答

えます。 

それからの会話がだんだん高齢の兆しが見えてきて、話を合わせながら、自分も続く

道と、父と母を看ながら自分のことを考えることの多いこのごろです。 

 

そして、お正月は孫たちと会えるのがとっても楽しみです。 

今まではいろいろお話をしてあげましたが、最近は、孫たちの話を聞くのがとても楽し

みです。 

 

 

 

 

 

第６回ロビー展報告 
 

全ての作品は掲載できません

が審査員推薦賞の上位７点を

掲載いたします。 

 

 
３ワイズ交流会  吉田全孝 

 

 
甲子園フィーバー 山本直樹 

 

 

こっちへおいで 嶌岡正明     孫の初詣  吉田芳子 

 

 

 

 

 

 

 

 

行きかう人を眺める 望月治子      雲海 小路 修 

コスモス 水船博之 

 展示番号 展示者名 作品名 賞 

1 32 吉田 全孝 ３ワイズ交流会 西日本区理事賞 

2 25 山本 直樹 甲子園フィーバー 次期西日本区理事賞 

3 54 水船 博之 コスモス 阪和部長賞 

4 62 嶌岡 正明 こっちへおいで 阪和部メネット主査賞 

5 34 吉田 芳子 孫（けいご）初詣で クラブ会長賞 

6 51 望月 治子 行き交う人を眺める 伊藤ワイズ賞 

7 76 小路 修 雲海 実行委員長賞 

1 35 吉田 芳子 夕照 優秀賞 

2 17 恵美奈 富紀子 クリスマスシーズン 優秀賞 

3 45 初田 稔 良く走ったね 優秀賞 

4 86 福永 勝 京都（永観堂）の秋 優秀賞 

5 81 増石 廣之 曾孫と曾祖母 優秀賞 

6 55 岡本 宏 古都秋景 優秀賞 
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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 

宮本 桂子 １９５６年１月１４日生 

山内 信三 １９４３年１月３１日生 

 

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（名古屋グランパスクラブ） 

 

 西日本区強調月間  IBC-DBC  

今月中に IBC・DBC のクラブと連絡を取りましょう。E-Mail でも、お手紙でもブリテンでも・・・・。 

                              山野 進 交流事業主任（広島クラブ） 
                     

            １１月月－－22 月月のの予予定定  
 

１１月月   
１月 ６日(土) 中西部新年合同例会 

         土佐堀 YMCA 会館 ２階 

         会費 ４０００円 

１月 ８日(祝) 阪和部新年合同例会 

         和歌山市 ホテルグランビア 

         会費 ８０００円 

１月１３日(土)～１４日(日)次期役員研修会 

１月１８日（木）例会 サンホーム６階 

１月２５日(水) 役員会 東ＹＭＣＡ 

１月２７日(土) なごみ サンホーム 

１月２７日(土) 大阪西クラブ２０周年 

22 月月   
２月 ２日(金) 第２例会 東 YMCA 

２月 10 日(土) 阪和部第３回評議会 

         南 YMCA 

２月１２日(祝)なかのしまクラブ１０周年 

２月 17 日(土)泉北クラブ２５周年 

２月１５日（木）例会 サンホーム６階 

２月２２日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ 

２月２５日(日) サンホーム１０周年記念会 

 

 

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 稔 会 計:藤井 敬子・芳澤 伸之 

メネット会長:望月 治子 直前会長:横田 憲子 連絡主事:鈴木 えみ 

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 
明けましておめでとうございます。昨年は色々と忙しい一年ではありましたが、今年は昨年に増して忙しくなる

と思います。しかし、人に迷惑を掛けないで、自分に与えられた任務を果たすことが出来ますようにと祈りながら、

元気で毎日を過ごしたいと思います。                           (M.H) 

お知らせ 
 

 


