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２００８〜２００９年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「楽しく充実したクラブライフを」
山内信三
阪 和 部 主 題「共にひとつの”わ”になって」 Let’s grow into a circle of harmony. 三木 求（和歌山クラブ）
西日本区主題「Enjoy Y’slife with Consideration!」
「思いやりを持ってワイズライフを」 佐藤典子（熊本ジェーンズ）
ア ジ ア 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
Rita.Hettiarachchi (スリランカ)
「Working together to serve better」
より良き奉仕のために共に働こう
国 際 主 題「Be the light of Hope」希望の灯りとなろう
V.S.Bashir(インド)
「Share with a smile」

わかち合いは微笑をもって

【今月の聖句】 ヨハネによる福音書 17 章 21 節

（選・解説

岩坂正雄）

｢父よ、それは、あなたが わたしのうちにおられ、わたしがあなたのうちに いるように、みんなの者が
一つとなるためであります｣
――10 月 11 日は YMCA の創立者 ジョージ・ウィリアムスの誕生日で、この日を世界の YMCA 記念日と定めています。
この聖句は、世界の YMCA が一致できる共通のモットーとして、正章の中心に掲げられています――

大会に参加することは・・・

望月

強

ここ数年は真面目に国際大会・アジア大会に参加し
ています。しかし大会に参加することには、旅する
名目を探しているような気がします。
大会の魅力はオープニングの荘厳な雰囲気で、セ
レモニーはその国のお国柄が出てワクワクさせてく
れます。 我々夫婦は英語がわかりません。それな
のに外国の人の中に入って食事を共にする。充分コミュニケーショ
ンがとれています。 河内クラブの英文のホームページは伊藤さん
が編集しています。食後の一時を利用して伊藤さんからのミッショ
ンを受けて伊藤ノートにコメントを頂きます。英会話に苦しみなが
らノートにサインをもらいます。この作業はプレッシャーですが、
結構おもしろいものです。旅行では、楽しむことを第一に考えてい
ますから、難しい会議は参加せずに夫婦で観光に出かけます。だか
らメネットも付いてきてくれたのかも知れません。
全てのワイズの会合に言えることは、例えば阪和部の部会に参加
すれば河内クラブのメンバーと一層親密になります。又西日本区大
会となると阪和部の他クラブのメンバーと仲良くなります。アジア
大会になりますと西日本区のメンバーと親しくなります。国際大会
になると日本人と云うだけで安堵感があり、初めての方でも親しく
なってしまうから不思議です。皆さんも国内外を問わず時間があれ
ばワイズの行事に参加しましょう。
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1 例会

いざたて〜
心熱くし〜
手を挙げ〜
誓いあ〜らたに〜

出席者(敬称略)
メ

ン

山内・丸尾・佐古・濱添・横田・中野・新本・大谷
尾北・田中・加藤・宮本・芳澤・岩坂・正野・伊藤
望月・藤井
メネット 伊藤・望月・丸尾

ゲスト＆ビジター 中西真二（小阪教会主任牧師

}

卓話）

今井利子（なかのしま）
・松岡虔一（サウス）

以上

２４名

宮本桂子 Y s の司会により
定刻に 山内会長の開会点鐘か
ら始まり プログラムに沿って
進められた。
会長の時間では 阪和部会の報
告と西日本区地域奉仕環境事業
の｢環境マラソン｣について詳しい説明があり、続
いて各担当報告の中では 正野阪和部書記より
大阪長野クラブの現状解説から是非 クラブ訪
問し 激励して欲しいと要請がありました。
誕生祝のプレゼントはメン・メネットそれぞれ
２名にあり 結婚記念の該当者は有りませんで
した。
次に尾北 Y s の食前感謝があり 会食は２０分
位で終わりました。
佐古 Y s からゲストの簡単な紹介があり 卓
話が始まりました。
中西牧師のお話は｢私と
YMCA との関わり｣でした。河内
クラブでは教会牧師先生をお招
きしてお話を聞くことはかつて
無かった様に思います。
先生は千葉県に生まれ幼児〜
小一頃までルーマニアのブカレストで育ち、小学
4 年生頃 千葉 YMCA のキャンプに初めて参加、
その後高校、神学大学生頃からキリスト教会と
YMCA に深く関わり 牧師に就任してからは千
葉、豊田の YMCA で永く運営委員として奉仕さ
れました。
今年４月 1 日より東大阪日本キリスト教小阪
教会に着任され 大阪東 YMCA、特養サンホー
ム、大阪河内ワイズメンズクラブとの関係を深め、
四団体の力を合わせて地域のために奉仕活動が
出来れば 更に良き繋がりができると話されま
した。
若き（３８歳です）中西牧師に私たちも大いに
期待しております。
終わりに YMCA の歌を歌い、感謝して例会は
終わりました。

−２−

今月の聖句を拝読いたします・・・
尾北館長の手馴れた拝読は耳に心地よく
染み入ります。

ワイズと YMCA と教会が家
族ぐるみで協働すれば 世代を
超えた交わりが増え 次の世代
へと続く会員が維持できるので
す。 と中西氏
共に歩みましょう・・

１０月１８日の行事にご協力いた
だきます。よろしく・・・
新しい河内のマドンナ（加藤 Ys）
は これまでの長いお付き合いから
アピールも堂々として 落ち着いた
もの。
クラブ行事への積極的な参加が期
待されます。
キッチン オリタの弁当は吟味さ
れた素材と味付け共に素晴らしい。
今月からランチョンマットのデザ
イナーが代わりました。 はてさ
てどんな趣向が 飛び出すこと
か・・・
奈良傳賞を受賞された佐古 Ys か
らの寄金でこの映写機を購入しまし
た。
クラブの行事やその他いろんな場面
で ご活用下さい。 と正野 Ys。
（誰がどこで管理するかを明確に
しておいて頂きたいものです)
イトウでございます。にこにこ、
回らせていただきます。
献金は大きく、話は手短にお願い
致します。
献金 box をもつ大谷メネット
会長と共に。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録（９月例会)

敬称略
テープ起稿 大谷

美佐子

望月 我々業界の者にとっても子供の教育がいか
に大変か、私も会長職になり社長に息子を
預けています。自分の子供に対しては教育
が難しいものだと、しみじみとわかりまし
た。
横田 ８月３１日の納涼例会には小阪教会より
沢山おこし下さって有難うございま
した。今お話うかがって共に歩もう
というお気持ちだからと思いました。
佐古さんがお子さん３人を見ておら
れたのにはびっくりしました。お疲
れ様でした。
田中 いいお話しありがとうございました。
尾北 東ＹＭＣＡの運営委員に牧師先生がいらっ
しゃらないので是非とも東ＹＭＣＡを支え
てください。
これからも宜しくお願いします。
丸尾 中西先生についてはお子さんがたくさんお
られるお若い牧師さんと佐古さんから何遍
も聞いていました。東ＹＭＣＡには宗教委
員会というのがありません。聖書を中心に
深くお話する機会が少ないように思います。
これをご縁に委員会にお入りいただきます
ようにお願い致します。
中野 今日は良いお話有難うござ
いました。
正野 年齢が少しだけ近いようで
す。私はキリスト教の大学だ
ったのですが教会には縁が無
くって、いつも松岡先生のお
話が柔らかくて楽しくて・・・今日また中
西先生が新しく楽しいお話をして下さいま
した。また是非語っていただきたいです。
浜添 中西先生にはスタッフの職員会でお話し
していただきます。
岩坂 ここのＹＭＣＡと小阪教会は深いつなが
りがあるのですが、暫くの間疎遠になって
いて気が病んでいました。是非とも認証式
には出席させてもらいたいと行きましたと
ころ何と、奥さんがＹＭＣＡの幼稚園の先
生であった、そして納涼例会にはご家族と
教会員方も来ていただき有難うございまし
た。
新本 今日は９３歳の人にキリストの聖餐式を
行ってきました。出前で行ってきました。
足腰がわるいのですが聖餐式のときは４０
分椅子に座られました。
今井（なかのしま） お金の問題は最後についてく
る、今は種を蒔くときとおっしゃいました。
今は本当に土を耕して種を蒔く、生活して
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行く時期だとおもいます。河内長野、大変
気になっています。会員増強に向けたお話
有難うございます。
松岡（サウス）河内ワイズに出るの楽しみにしてい
ます。ランチョンマットが四季折々ですば
らしいです。何方が作られているの？
１０月も楽しみです。
（７月までは初田メンの作成です、１０月より田
中ﾒﾝです）

納涼例会で中西牧師さんが焼酎、ビールの
値段をどんどん上げていただき良く覚えて
います。オークション貢献して下さいまし
た。
宮本 子供さん可愛いかったです、これからもお
付き合い宜しくお願いします。
加藤 子供さんがとても可愛いかったです。
山内 教会は若い人が少なくなって来ています。
今日のお話の中にポイントがあったように
思います。
中西（ゲスト）是非小阪教会にもお越しください。
佐古 先生お忙しい中有難うございました。木曜
日は青少年研究会があるのですが休会して
いただきました。此れを機会に例会に来て
下さればと思います。
伊藤 中西先生に一日も早くメ
ンバーになって頂きたい
です。
伊藤メ 若い牧師先生のお話を
聞かせていただきまして、
後どのくらいの余命があ
るか分かりませんがこれ
から先の力を得たように思います。
丸尾メ 楽しいお話有難う御座いました。納涼例
会に参加できなくてお子さんに会えず残
念でした。今度 お目にかかれるのを楽し
みにしています。
望月メ 小阪教会ではメネット例会をさせてい
ただいた事があります。
藤井 何年か振りに前の長い椅子
に座り、お話を聞かせても
らいました。これからもず
ーっと真ん中の長い席に座
らせてもらいます。
芳澤

大谷

３年生の孫が学年代表リレ
ーに赤組の代表として走ります。今から楽
しみにしています。
にこにこ合計は￥19,500−でした。

−３−
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第 4 回役員会報告

楽しく充実したクラブライフを
日本区強調月間 BF
２００８年 9 月 25 日（木） 東ＹＭＣＡ
出席者
山内・丸尾・濱添・田中・宮本・大谷・中野
藤井・加藤・鈴木
10 月例会 10 月 16 日（木） サンホーム
担当：A グループ

丸尾・新本・石田・中野・佐古・藤井・石倉
例会役割分担
司
会
食事手配
ニコニコ
受 付

中野義彦君 聖句朗読 藤井敬子君
佐古至弘君 食膳感謝 新本英二君
丸尾欽造君＆同メネットさん
丸尾欽造君

11 月号ブリテン原稿
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

望月強君
田中惟介君
丸尾欽造君
鈴木えみ さん
尾北昇君
大藪暢子 さん
大谷美佐子君
尾北昇君

審議事項・連絡事項
《審議事項》

1．ジャガイモ販売について
１０月１１日（土）１０時着荷、
協力リーダー食事代として￥１００００出金。

2．11 月例会ゲストについて

担当

神戸ポートクラブの細見俊雄ワイズに依頼。
仮題 家庭での省エネへの取り組み
Ｂ班 横田、岩坂、大藪、青野、望月、濱添、芳澤
加藤

3．ティンカーベルの「日帰り旅行」応援について
宮本君より資料を沿え詳細説明があった。
応援スタッフ＝ 山内・田中・藤井・丸尾夫妻・望
月のほか正野・芳澤・望月メネットについては会
長が確認

4．阪和部「地域、環境事業」「紙上ウエルネスウオーキ
ング」「ユースワンコイン募金」への取り組みについ
て。
各取り組みに対応し 会長から会員へ資料を配布
する。ワンコインについては例会において賛同を求
める。

5．ロシアとの関係取組について。
10/25〜11/4 の来日に際しクラブで歓迎会を開催
して欲しいとの要請があり会長の責において承認。

6．ロビー展の準備について。
事業委員長欠席のため保留。

7．9〜10 月のスケジュールについて。
周知と参加者再確認がなされた

阪和部会報告

報告 山内 信三
第 20 回阪和部会が
9/15（祝）に和歌山
ＹＭＣＡで開催されま
した。「共にひとつの
わ になって」の三木部長標語のもとに西日本
区の佐藤典子理事をはじめ西日本区の役員、事業
主任、各部部長、ビジター、阪和部メンバーと総
勢 150 余名が参加して盛会のうちに終始しまし
た。
和歌山クラブのもてなしの
心使いが行き届いたセンター
に花の飾られたテーブルで二
段重ねの幕の内弁当を頂き、
アトラクションでは癒しのコ
ンサートとして、ポピュラーな曲のフルート演奏
を楽しみました。
阪和部の各クラブ会長報告、
各主任、主査報告では、河内
クラブでもお知らせしている、
「環境マラソン・ＣO2 削減へ
の取組み」をはじめ、
「紙上ウ
エルネスウオーキング」
、10/11（土）の午後に
開催される中西部、阪和部合同ＥＭＣ・広報・交
流シンポジウム、Ｙサ・ユース事業でのボーリン
グ大会、ユースワンコ
イン募金と報告され
ました。
アピールタイムで
は、2009 年 6/6（土）
〜7（日）に熊本で開
催される第 12 回西日
本区大会、1/17（土）
の第 20 回阪和部新年合同例会、3/27（金）〜
29（日）に韓国済州島への阪和部国際チャリテ
ィツアー、11/8（土）になんばのスイスホテル
南海大阪で開催される大阪Ｙ ｓメンスクラブの
「80 周年記念例会」等が報告されました。詳し
くはブリテン、会長通信に掲載いたします。
最後は神谷尚孝実行委員長の挨拶と三木阪和
部長の閉会点鐘で予定の時間に閉会し、それぞれ
和歌山の地を離れした。
河内クラブからの参加者は伊藤圭介、伊藤玲子、
大谷美佐子、佐古至弘、正野忠之、新本英二、新
本力子、田中惟介、丸尾欽造、丸尾初子、山内信
三、芳澤伸之、望月治子、横田憲子の 14 名でた。

8．石倉明美会員の退会申し出について。
会則に基づき処理する。会員異動届を９月末
付けで区事務所へ提出する。

9. その他
YMCA ウエルネスより今池グランドの照明設
備費に関する支援金要請があったが文書に
不備があり再提出を求め保留となった。

−４−

（司会する

正野 Ys）

（受付も買って出ました。）
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部会 }

須藤

英二氏のフルートによる｢癒し

のコンサート｣
素晴らしい音色と軽妙な語りでしばし寛ぎました。
部会が３ッつ続くと飲みすぎになって声が出にくくな
って来ますと酒豪らしい佐藤理事の掴み挨拶・・・・

国際からの表彰伝達。奈良クラブ高橋君のブースター
賞は立派。河内からは望月・横田の２名が EF で・・・・・・

第１２回西日本区大会のアピールは火の国の衣装を着
けた理事キャビネットの手振りと音楽でいやが上にも
参加への期待が膨らみます。

EMC ・
広報・交流シンポジュームのアピールも有りました。東
事業主査の頑張りに応えましょう。

うれしい新入会者の紹介が続きバッジ装着の澤田
ワイズ２，０００チーム委員も(顔は見えないけれど)嬉
しそう。
誇らしげに新入メンバーを紹介する堺クラブ渡辺会長
の名調子はいつもながら 聞かせます。

それに比べると まだ間が有るせいか横浜国際大会
のアピールは じみだったかなぁ・・・・・・・。

中島ワイズの新年合同例会のアピールは何か分か
らないけれど可笑しく 何かを楽しめそうな期待
を持たせました。

河内の３人。
挿絵代わりのおまけだよ
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「桃っこ探検クラブがスタートしました」
大阪東 YMCA 桃の里

八木

知加

ＹＭＣＡ桃の里では、今年度から新しいプログラムとして、桃っこ探検クラブがスタートしました。
第１回目は舞洲へ行き、川遊びなどを行いました。また最後には遊んだ思い出だけではなく、この舞洲が人
工の島であることについて子ども達は学びました。
９月には季節を感じるぶどう狩りをし、そのぶどうの皮を使っての染物体験を実施します。
ぶどう狩りをするだけ。川遊びで遊びに来ただけ。ではなくぶどう狩りをしたから染物ができた。川遊びをし
たところが実は人間が作った島だったんだ。というような１つのことから２つ３つと様々な体験や学びの時
を持てるようにと願い今年度この桃っこ探検クラブがスタートしています。
今後も様々な興味を持った子ども達と、与えられたことだけをするのではなく、独自の考えや個性あふ
れる発想力を発揮しながら楽しい活動が出来ればと思っております。

敬老祝賀会報告（９月１４日） 特養の敬老祝賀会を開催し、ご家族、ボランティア約３０名の参
加があり、入居者を含めますと約１００名がそれぞれのフロアーで集い盛会でした。
食生活創造室特製の豪華なお食事で皆様の長寿を祝い、色紙づくりなども楽しみました。最高齢は９
７歳の CH さんです。米寿の方は３名いらっしゃいます。サンホームの入居者の平均年齢は８５歳にな
り、内９０歳以上の方は２１名いらっしゃいます。今年も皆様の長寿を祝う会を持つことができ感謝で
す。

ＹＭＣＡサンホーム秋のプログラム予告
１０月２６日 (日) 特養外出行事（紀泉わいわい村）

どうか命を大切に

宮本

桂子

犬、猫達のシェルターってご存知でしょうか？
いろいろな事情で、住むところを無くし、保護された犬や猫
が一時的に過ごすところを、私たちボランティアはシェル
ターと呼んでいます。
大きなシェルターを持つ団体もありますが、大抵は普通の家庭がボランティアで行っています。
縁あって私がシェルターをして、５年ほどになりますが、その間、我が家にやって来た犬たちは１２匹になり
ました。高齢犬が多いせいか、無事に里親さんに貰われた犬は少なく、今も４匹が暮らしています。我が家で
虹の橋を渡った犬も何匹か居て、いつも｢うちに来て幸せでしたか？｣と問いかけています。
ただ、驚くことに、この犬たちは、買えば１０万以上はするだろうと思える高級犬ばかりなのです。命ある
ものが、おもちゃの様に売買され、｢じゃまになった｣ ｢年を取った｣｢飽きた｣｢流行おくれになった｣そんな
理由で、いとも簡単に捨てられるのです。
飢餓・・・戦争・・・今日を安心して暮らせない国の人達には、こんな日本の姿がどの様に映るのでしょうか？
本当の豊かさとは、少し違うような気がしてなりません。
（次号のコラムは望月ワイズです）
−６−

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー

「私の独り言」

ＮＯ 4７
岩坂 千種
やっと朝夕は涼しくなりましたが 今夏の異常
な猛暑、突然のゲリラ豪雨で河川が氾濫し、神戸で
は子供達までが犠牲になりました。逆に高松などで
は雨が降らず貯水ダムが干上がって給水道のピン
チに見舞われたり・・・・・・・。
四季それぞれの美しい趣のある日本が、こうし
て年々亜熱帯化してゆくのでしょうか。
先日の NHK 番組で、カナダ
北端のイヌイットの部落では、
氷の雪原が溶けて アザラシ
漁が出来ず、飢えた白熊が
人々を脅かしている様子が紹
介されていました。
地球温暖化というのがこ
れ程私達の身近にあるということを改めて実感さ
せられます。
世界の指導者たちも京都議定書や、今夏の洞爺
湖サミットなどの努力をしていますが もひとつ危
機感がうすく、経済中心の考えが横行しているよう
に感じられます。
こんな不安にとらわれている時、ワイズ阪和部環
境事業主査の呼びかけに応えて、山内会長の｢河内
クラブ CO２削減の環境マラソン達成報告シート｣を
拝見しました。
私たち一人ひとりの日常の生活で とり組める
ことがたくさんあるのだ、という思いを実行に移す
良いきっかけを示してくださったものと思います。
早速わが家でもこのマラソンに参加したいととり
くんで行きます。
(次号は大藪メネットの独り言です)

阪和部合同メネット会報告

連載

新本力子

２００８年阪和部会に出席しました。ホスト和歌
山クラブの皆々様の結集したお支えによって、参加
者のみんなが一つになって｢わ｣になって、美しく盛
りつけされた二重の弁当箱は、昔の日本の美意識を
意図する箱でした。
いま NHK ハイビジョン TV を見ながら聞きなが
ら、この文を書いています。ヴィヴァルディ｢四季｣
春、第一楽章が流れています。画面は、桜満開の木
の下では北国の防寒着を着た人々が、楽しい花見宴
をしていました。花見を解説するかのように、日本
の娘が英語で語りかけてきました。日本人は昔から
寒い冬が終わることを、喜びをもって迎えました。

２００８年 １０月報

家族の者が、地域の皆さんが一緒になって、輪にな
って、春の始まりを喜び合い、語り合い、杯を交わ
し、歌を歌っていたのでした。
これが日本人の特性とするならば、メネットの目
指す｢人々の交流を通じて、人生経験を生かして奉仕
をする｣事にたどり着きます。ほんの少しの思いやり
と分かち合いを、ほほえみをもってする。案外私達
のすぐ傍に、いくつでもなすべき事があるようです。
熊本からご出席の田上かつみメネット主任は、は
きはきと分かりやすい言葉で次のように話されまし
た。
｢熊本 YMCA キャンプ場に各 Y 単位２名を選んで、
発達障害者のキャンプリーダーとして招待し、一週
間の教育キャンプを実施したい。総経費約６０万円
必要と思います。このキャンプの経費を西日本区の
メネット総員で援助致しましょう。メネットの視点
で楽しい奉仕活動を致しましょう。２００８年メネ
ット会はこの新しい目標に向かって活動開始いたし
ましょう。｣

奈良クラブのメネット例会に参加
望月強・治子
９月１３日 （土）
会場 あおがき
阪和部メネット主査田中登紀子さんを迎えてのメネ
ット例会です。
松田メネット会長の開会点鐘に始まり、女性らしい華
やかな雰囲気で会が進められました。
ゲストスピーカーはアメリカ生れの山藤エリザベス様。
ユニセフ（国際児童基金）についてお話しになりまし
た。奈良県は他府県よりユニセフについて協力的で人
口の割合からみて支援が一番多いそうです。勿論、彼
女が奈良県民に対しユニセフを啓蒙された事が大き
く作用したと思われます。彼女が奈良県を褒めるとき
に、他府県である大阪の我々と和歌山の田中さんを
見て申し訳なさそうに何度も振り向かれた事が印象
的でした。我々に気配りするエリザベス様の人柄が滲
み出ています。又ユニセフに対する情熱もしっかりと
我々にも伝わってきました。
例年は奈良のメネット会に多くの河内メネットが参
加しますが、他の行事が重なってため少なくなりまし
た。この時期は行事が多く 奈良クラブのメンバーで
も いつものお顔が見られなかったようです。
例会で紹介された時の写
真を内田メネットがその場
でプリントアウトして食事
の時に頂きました。

感謝！！
増石広之 Ys からブリテン郵送用として切手を頂き
ました。
いつも何かと ご配慮頂き 紙面を持って感謝の意
を表したいと思います。

−7−

Ｙ s Ｍｅｎ Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ August ２００８

HAPPY
中野
尾北

涌子
昇

BIRTH

DAY

WEDDING

１９ＸＸ年１０月２２日生
１９５１年１０月１６日生

ANNIVERSARY

岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日
青野 剛暁＆亜希子夫妻 １０月１５日
横田 憲子＆允 宏夫妻 １０月２７日

日本区通年強調目標 Public Relations
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピールし、
ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。
中堀 清哲 広報事業主任

西日本区強調月間

BF

整理作業を通してのクラブ内でのコミュニケーション。
島崎 正剛

ファンド事業主任

1 0 月 − 11 月 の 予 定

「折り紙ペンギン」

１０月３日（金）第 2 例会東 YMCA
１０月 4〜5 日 瀬戸山陰部部会
１０月１１日（土）EMC・広報・交流シンポ
じゃがいも入荷
１０月１６日（木）第１例会 サンホーム 6 階
１０月 18 日（土）びわこ部部会
ティンカーベル日帰り旅行
１０月 23 日（木） 役員会 サンホーム 6 階
１０月 25 日（土）なごみ

この度は、第７回「折り紙ペンギン」プロ
ジェクトにご協力いただきまして誠にありが
とうございました。今回は皆様のお力添えに
よりまして、８月９日の長崎原爆記念日に、
過去最高の４万３千羽（１束５百羽で総計 86
束）の折り紙ペンギンを献納することができ
ました。このプロジェクは来年度以降も継続
していきますので、今後ともよろしくお願い
致します。
簡単ながらご報告とお礼を申し上げます。
2008 年９月１０日
長崎ペンギン水族館
館 長
甲斐 宗一郎
担当職員 楠田 幸雄
担当職員 中村 拓郎
＊
＊
＊
サウスの松岡虔一ワイズから上記の
原稿掲載依頼がありました。
謹んで掲載いたします。
編集部

プロジェクトご協力のお礼

10 月

11 月
１１月１日（土）YY ボーリング大会
１１月７日（金）第 2 例会東 YMCA
１１月８日（土）大阪クラブ８０周年記念例会
スイスホテル南海大阪
１１月２０日（木）第１例会 サンホーム 6 階
１１月２４日（月）第１４回チャリティラン
１１月２７日（木） 役員会 サンホーム 6 階
１１月２９日(土)なごみ

第 34 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:山内 信三 副会長:芳澤 伸之 書 記:初田 稔・田中 惟介 会 計:尾北 昇・大谷美佐子
メネット会長:大谷美佐子 直前会長:丸尾 欽造 連絡主事:濱添 吉生

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：//1st.geocities.jp/yskawachi2007/

Wind

From

Kawachi

ブリテン編集に関わって４ケ月。ようやく掴り立ちが出来るくらいにはなっただろうか？
こまかいミスの指摘は要らない。とりあえず おだてて下さい。お調子者ですから 乗りが悪いと
どうもやる気が出ない。疲労がたまるとまたまた○○の出が悪くなりそう・・・
人をうまく使うということも大切な技術だと思うよ。
まだまだ飛べない 鳥
―８―

