
 

 

 

 

２００９年１月報    Vol 399 
 

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】 コリントの信徒への第 2 の手紙 5 章 17 節 （選・解説 岩坂正雄） 

｢だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者である。古いものは過ぎ去った。 
見よ、すべてが新しくなったのである｣ 

――過去にこだわらず、新しい歩みに心を向けること、新年を迎えて心がまえとしたいものです―― 
 

 新年おめでとうございます       
山内信三  

新年あけましておめでとうございます。河内 Y’

s の皆様のご支援とチームワークにより、上半期が

無事に経過し、1 月からの下期が始まろうとしてい

ます。上期の諸活動のなかで印象が残ったのは、

10/18（土）に行われた、障害者作業所のＮＰＯ

法人、「輪」の和歌山マリーナーシティへの日帰り旅行への応援参加

でした。当日の朝、8 時過ぎにＹＭＣＡに集合すると、初田稔さん

の訃報が望月メンから伝えられ、急きょ、望月メンは和歌山行きを

取りやめ初田宅に出向かれました。河内 Y’s から 6 名が、予定通

り、車イスでの数名の作業生とスタッフの応援部隊として、一日を

過ごしました。何が印象的だったかは、参加者の明るい笑顔と会話

でした。クラブとして次の「輪」の企画を楽しみにしたいと思いま

す。チャーターから 35 年を迎えようとしている河内クラブは現在

までに数名のメンバーを天国に送っています。一人一人のありし日

の顔を思い浮かべますと、それぞれに Y’ｓとＹＭＣＡの活動を通

して、何かをやろうとしておられた意欲と夢と大きな足跡が残って

います。先達の実績を尊重して踏襲すると共に、現在のＹ’ｓの個々

人の要望をクラブの活動に反映させ、その意欲を大切な事として尊

重し、その実現にチームとして取組む事を今年のモットーにしたい

と願っています。本年もよろしくお願いいたします。     

前月の出席率訂正 77.3％を 80.9％に訂正いたします。（会員数２２を２１に訂正のため） 

会 員 数 ２1 名 ゲスト＆ビジター        ３９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） ０名 メネット＆コメット ８名 現金 ０円 １２月分 １２月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ６５名 累計 22500 円 0 円 ０円

メ ー ク ア ッ プ ０名 役 員 会 出 席 者 １０名 切手 ０g 累    計 累    計 
1 ２ 月 の 出 席 率 ８５．７％ 12 月の全出席者 ７５名 累計 ５９０g 0 円 ８３３３５円

 

1 月例会プログラム 
 １月 15 日（木）サンホーム 6Ｆ 

 

     司会  新本英二君 

開会点鐘         山内会長 

ワイズソング       一  同 

聖句朗読        藤井敬子君 

ゲスト＆ビジター紹介   司会者 

会長の時間        山内会長 

インフォメーション    各担当 

誕生・結婚祝       山内会長 

食事・歓談        一  同  

「例会を学ぶ」 

西日本区チーム 2000の DVDを通して

にこにこアワー 

YMCA の歌  

閉会挨拶・点鐘     芳澤副会長 
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 １２月例会報告  --サンホーム ６階 －         
      ２００８年 12 月 14 日（日）18:30～20:30 

 記録 伊藤 圭介 

出席者(敬称略) 

メ ン 伊藤・尾北・加藤・佐古・新本・田中・中野 

藤井・丸尾・宮本・望月・山内・横田・芳澤 （ラ ビアン ローズの楽しいショウタイム） 
正野・岩坂・濱添・大谷  

メネット伊藤・丸尾・望月・中野・宮本・横田  
ゲスト＆ビジター   

ラ ビアン ローズ リーダー達の飛び入りビ

ンゴゲームは 憎らしい

ほど厳格で おじさん達

は ほんの少しの 言葉

の違いに 振り回されて

しまいました。  

（宮本恭子・田代友美・早川綾子・三宅景子 

保田 愛・小川和恵・宮本乙愛） 

和田林スギエ（メネットＯＧ） 

今井利子（なかのしま）・松岡虔一（サウス） 

島並宏彰（泉北）・東 正美（和歌山） 

中西良介（青野Ｙｓ秘書）・山本直樹（小阪教会）  
河野正雄（ロビー展審査委員長）  

    樫原陽子（ティンカーベル） 
会食はサンホームの堂本さん

のご厚意でいつものようにお

いしい盛り沢山の料理が用意さ

れておりメインテーブルには７０

㎝もあるクリスマスケーキがど

っしりと正坐されており、手を付

けずにいつまでも飾りたいよう

な“芸術品”でした。アルコール

も少し入り、会食での懇談も大 

リーダーＯＢファミリー 

    大谷 聡・ゆき・幸輝・健人・美由樹 

YMCA スタッフ 

    鈴木えみ・河合文太・八木知加・田中菜穂子 

    瀧中慎介・佐藤 悠 

リーダー 

    安部美智子・ニ之湯絢・山田翔太・橋本美奈子 

    池田 藍・寺野剛丈・田村弘美・濱田淑恵 

石室綾子・松岡宏将・山本真司・宮川 粛 

山下範子・笠原翔子    以上 65 名 
（ケーキのできばえを  いに盛り上がりました。 

写真記録する堂本さん・左端）   

例年通り「ロビー展」の表彰があり、

河野審査委員長のコメントでは 1位か

ら5位までは殆ど同じレヴェルの秀作

で順位を決めるのにこんなに苦労し

た経験は今までにない。つまり5位が

1 位でもおかしくない、」全体の写真

を総評されて「写真を撮られている

方の技術の向上著しい」との事でした。 

例年通りで華やかな雰囲気ではありましたが、礼拝

ではサウスクラブ、松岡 虔一先生のメッセージは初

田メン、横山メンを偲び乍らでしたので、本当のクリス

マスの意味を深く意識しました。「去年のクリスマスで

は元気で参加されてい

ましたが今年はお姿を

見ません。然し天に召さ

れた人々と地上にいる

皆さんとの間には愛を

持って心を通わせてお

互いに喜びそして輝き

きらめいている状態がクリスマスです。今日のクリスマ

ス例会はそのような意味で迎えている喜びをかみし

めて下さい。皆さんと歌う “グローリア”は天上と地上

とが響き合っている賛美歌です。」 

オークションではＹスタッフの皆さんの協力で、売上

は10万500円で、最近にはない記録でした。売上の半

額は YMCA に寄付されます。 

ゲストの方、小坂教会から、ティンカーベルから、青野

メンの代理の方、リーダーの皆さんそして天上の初田

さんの出席で賑わいワイズ独特のぬくもりのある２００

８年の行事を閉めるに相応しい会でした。 
（オークションの集計は 4 ページに掲載しています。） 

祝会のアトラクションは宮本 桂子さんの

お嬢さんが主宰されているミュージカル

グループ「ラ ビアン ローズ」による若

さがはちきれる美人のみなさんの華やか

な Show がありクリスマスの雰囲気が漂い

ました。続いてリーダーによる BINGO ゲー

ムで大人たちが年甲斐もなく大騒ぎして

いました。 

 

さあ 希望に燃えて新しい年へ・・・・・ 

 
 

－２－ 
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   ラ ビアン ローズ   薔薇の妖精たち・・・ 

 

 

 

 

         

鈴木えみ所長と談笑する中野ワイズ 

 

ロビー展、受賞者の誇りと喜び 

 

“クリスマスで思い浮かぶ言葉

を升目に書いてください”  

“私の選んだ言葉と合えば○で

囲んでくださいね” 

“ケーキ”“クリスマスケーキ

は駄目ですよ～” 

“次は・・シャンペン” 
シャンパンはいいよな～～ 

 “駄目～～” 

 

 

桃の里幼稚園の八木さんと田中さんがオークショナー 

芳澤・大谷・藤井ワイズがサポート 

最初はぎごち無かったけれど 慣れてくると あざやか

に 次々と落札され 時間内に 近年まれな総額で終了

した。 

本当にお疲れ様でした。 

 

 

第３4 期 第 7 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 IBＣ－DBC 
２００８年 12 月 11 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者  
山内・丸尾・田中・岩坂・芳澤 

佐古・伊藤・尾北・大谷・望月 

1 月例会 1 月 15 日（木） サンホーム 

担当：事業委員会・Ａグループ  

テーマ 「例会を学ぶ」 

    西日本区チーム 2000 の DVD を通して   
例会役割分担 
 司   会          新本英二君 

 聖句朗読          藤井敬子君 

 食事手配          佐古至弘君 

 食膳感謝          新本英二君 

ニコニコ  丸尾欽造君 大谷美佐子君   

 受  付     会計 ＆ 丸尾欽造君          

2 月号ブリテン原稿 
こーひーぶれいく                芳澤伸之君 

役員会報告                  田中惟介君  

例会報告                    中野義彦君 

Ｙニュース                 鈴木 えみ さん 

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)       新本力子 さん 

巻頭言                      中野義彦君 

注意！ 原稿締め切りは１月２２日です 

審議事項・連絡事項 
《審議事項》 
1. じゃがいも販売  

１2/11 現在 じゃがいも 6 ケースが残っている。 

ひびき作業所で引き取り予定。更に残れば１４日に 

処理する。 

2．２月例会 

    ＴＯＦ・クラブ役員選挙のため ゲストは無い。 
3．阪和部次期主査 

    次期役員選考との関わり上、１４日中に正・副会長 

    と選考委員長ですり合わせ次期部長へ連絡する。 

4．ロビー展の審査結果 

    12/9 河野正雄先生に 厳正なご審査を頂き 決定 

    賞状・副賞の準備をしている。 

5．１～２月のスケジュ―ル 

    1/17 阪和部新年合同例会 １４名出席予定 

    2/7  第 2 回 阪和部評議会 

    らくらく登山実行委員会 2 月から始動 
6. 次期役員選考委員会 

12/11 現在 立候補は無い。 

幹事会で予備選挙を行った。1 月早々から使命活動開始。 

指名された方の快諾を期する。 
7.  偲ぶ会 

    発起人から資料配布があった。 

    阪和部役員・クラブ会長へ案内状送付。 

理事通信へ告知案内記事を掲載依頼する。 
8. 12 月例会 

    東Ｙスタッフ・リーダーの参加数が見込みを大きく下

回るとの連絡があり、食事手配等を実行委員会で 見

直し。 

9. 阪和部主催 チェジュツアー 

    12 月例会で申込を取りまとめる。チェジュクラブとの 

    交流も考慮して欲しい。と交流委員長から提案があっ

た。  

10. IBC クリスマスカード 

    世界大会のアピールも兼ねて事業委員長が送付する。 

11. その他連絡事項 

① 紙上ウエルネスウオーク記録表提出 15/14 まで 

② 国際役員投票の連絡があった。会長専決。 

③ 次年度における次次期理事候補クラブ推薦の件。 

 

 



－４－ 

クリスマス例会 オークション結果明細  

 

 

品  名   提供者 落札価格 落札者 計 
シクラメン 山内 1000  望月・横田・和田林 正野・松岡（リーダー） 5000

ワイン（赤） 横田 1000  望月 1000

ワイン（白）  横田 1000  田中 1000

ワイン 横田 1700  望月・山内・宮本 5100

日本酒 横田 4000  中野 4000

奈良漬 横田 4800  山内 4800

しらす 青野 2500  中野・丸尾・望月・横田・田中 12500

バッグ 今井 300  田中（２）・大谷・望月 1200

傘 今井 800  中野 800

サポーター 今井 300  宮本（２） 600

うさぎ・爪楊枝 今井 200  望月 200

クリスマスセット 今井 1000  芳澤 1000

トールペイント 三上真千子 1000  伊藤・望月・丸尾 3000

トールペイント 三上真千子 1200  大谷 1200

傘（ピンク） 笹川 2000  横田 2000

傘（ブルー） 笹川 1600  東 1600

エプロン 和田林 500  中野・伊藤・横田 1500

ネックレス 和田林 500  正野・中野・望月・丸尾（２） 2500

根付 和田林 6300  横田・メネット 6300

鹿児島焼酎（なかむら） 岩坂 3200  中野 3200

味付けのり 岩坂 1000  伊藤 1000

カレンダー 岩坂 1000  伊藤 1000

寄鉢シクラメン 新本 2500  宮本 2500

シクラメン 新本 1000  望月 1000

葉牡丹 新本 2000  横田 2000

抱きまくら 伊藤 700  望月・大谷 1400

クッキー 伊藤 600  阿部リーダー 600

コサージュ 藤井 700  望月・山内 1400

クリスマスリース 藤井 700  横田 700

クリスマスリース 藤井 800  宮本 800

クリスマスリース 藤井 1000  望月 1000

コーヒ 中野 3300  正野 3300

さおり織ベスト 田中メネット 3000  芳澤 3000

ヘアアートニック 田中 300  望月 300

資生堂石鹸 望月 1400  丸尾 1400

タオル 望月 500  横田 500

さぬきうどん 望月 1000  田中 1000

発電式ラジオライト 芳澤 1100  正野 1100

テキーラ 芳澤 1500  山内 1500

おもちゃ 芳澤 1000  大谷 1000

ビール 芳澤 1000  瀧中 1000

タンブラー 正野 400  宮本 400

大皿 正野 1000  望月 1000

タッパー・ナプキン 加藤 600  田中 600

海苔 加藤 1500  山内 1500

海苔 尾北 1000  田中 1000

タオル（２） 尾北 1200  望月 1200

時計 佐古 200  横田 200

くつ 佐古 500  横田 500

アイス用コップ佐古 佐古 700  横田 700

男女子供服 丸尾メネット 1000  大谷 1000

焼酎（丸尾） 丸尾 1500  望月 1500

エプロン 大谷 1000  伊藤 1000

マフラー 大谷 1000  宮本 1000

リック・サッカーボール 東ＹＭＣＡ 500  大谷 500

クリスマスブーツ 実行委員会 100  望月・大谷・田中（２） 400

じゃが芋 河内ワイズ 500  宮本・中野・新本・望月 2000

合          計       100500

 商品提供・お買い上げにご協力有難うございました。  

 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２００９年 １月報 
 

－5－ 

      「ユースリーダーの日」 
  

                     東 YMCA ウェルネス 佐藤 悠 

 

 ２００８年１２月２３日に１３回目のユースリーダーの日を迎えます。冬のリーダートレーニング中

にリーダーが事故により亡くなられた日を今年もまた迎えます。子どもたちやボランティアリーダーと

共にプログラムに臨むウェルネス事業に携わる者として、とても考えさせられる日です。 

 来年で、私も３０歳を迎え子どもたちやボランティアリーダーからは「おじさん」のくくりに入って

きたと実感することが多く、歳を重ねるにつれて一日、一週間があっという間に過ぎ去る感があります。

特に子どもたちの成長はとてもとても早く、あっという間に大きく逞しくなり、気付いたら中学生とな

り、ＹＭＣＡも卒業といった印象を受けます。 

 私が担当するサッカーのプログラムの子どもたちも、卒業を迎える子が多数います。特に対外試合に

行く子どもたちは、地域のクラブチームや少年団に、２０対０や１０対０で叩きのめされていた子たち

が、試合に勝利できるようになったり、練習においてもっとこういう要素を取り入れて欲しいと、私に

求めてきたり、子ども同士でサッカーの戦術について意見をぶつけ合ったり、目を閉じると子どもたち

の様子が思い出され、成長ぶりがとても嬉しい反面、あと少しでお別れだなと感じたり、子どもたちの

一生懸命さの美しさに、命の輝きを感じます。 

 子どもたちには幸せになって欲しい、健康で長生きしてほしいと感じることに、私は命の尊さを感じ

ます。子どもたちを思うと、頑張れるような気がします。 

 これからウェルネスは、スキーキャンプ、デイキャンプ、といった冬のプログラムと定例ユーススポ

ーツの振替クラスを迎えます。プログラムを通して、子どもたちとボランティアリーダーの命が輝くこ

と、尊い命の安全が守られること、ＹＭＣＡに携わった皆が充実した笑顔で２００９年を迎えられるこ

とを心から祈っています。 

                          

 

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 ５日（月）  デイ・ヘルパー・地域包括支援センター・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１１日（日）  特養新年会  

各階 デイルーム  １４：００～ ＊ご家族と一緒にミニバイキングを楽しみます。        

 １月３１日（土）  居酒屋「和み」   

クリスマス献金感謝とお願い（目標額６０万円） 

「サンホームロビー展への出展料（27,500 円）」「クリスマス会でのオークションの売上金 100,500 円の

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。 

＊メンバーの方でクリスマス献金をお忘れの方は 1月例会時にお持ちいただければ幸いです。 

*     *     *     *     *     *     

和歌山クラブのミニコンサートに参加して 

   望月 強 

    １２月１８日木曜日 和歌山ＹＭＣＡ 

和歌山クラブと河内クラブの例会日は同じ毎月第３

木曜日です。１２月はクリスマス例会で河内は日曜

日でしたので、和歌山クラブに出席することが出来

る、数少ないチャンスです。しかし他クラブ訪問と

なると誰かに背中を押されないと出かけるのが億劫

です。河内クラブのクリスマス例会に東正美メンが

参加いただき、その折に和歌山クラブのクリスマス

例会の話が出ました。  クリスマスにふさわしい

オーボエとピアノのコンサートです。 

 オーボエは楽器の中でももっとも繊細な楽器と言

われ、その音色はヨーロッパそのものだと私は感じ

ます。オーボエの演奏を目の当たりに聞く機会は少

ないです。静かな雰囲気でクリスマスにあわせた選

曲（年齢に合わせたのか懐かしい映画音楽）で楽し

く聴くことが出来まし

た。 

 

オーボエ小林寛子さん 

 

ピアノ 土井昌美さん 
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第８回 チャリティロビー展開催 
１１月３０日から１２月１４日まで東 YMCA サンホーム 1 階ロビーにおいて第８回チャリティロビー展を催しました。 

出展料は全額クリスマス献金に捧げられ、出展作品に対しては厳正な審査のうえ、阪和部長賞，クラブ会長賞、

伊藤賞（一等賞の洒落から生まれた賞で初めからずっと賞品を提供いただいています）以下佳作まで１０作品が

選ばれ、その他人気投票賞，実行委員長賞等多くの賞が河内クラブクリスマス例会で授与されました。 
 

        日本写商業真家協会々員 河野正雄先生の審査風景。 

 

じっくり眺めて・・・・・・、候補作品を一箇所に集め・・・・・、並べ替えて・・・・・・ 

                     ２時間余をかけご審査頂きました。 

 

栄えある 1 位から５位の作品です。 

 

 
12 月 14 日クリスマス例会での授賞式のあと河野先生からご講評を頂きました。 

 

 

望月実行委員長は  

“全ての人にチャンスがある。今後とも積極的に出展して欲しい” と総括されました。 

 

出展総数は５５点（写真３１点、クラフト４点、絵画７点、書２点その他１１点）、出展料合計は￥27,500－でした。 

今回は特に 初田稔君の遺作を 生前に彼から頂いた方のご好意で出展頂き コーナーを設け展示いた

しました。 

 

審査委員長選考    実行委員会選考  

第１位 阪和部長賞 丸尾欽造 河内クラブ  ペガサス賞 増石廣之 ヴェクセルクラブ 

第２位 伊藤賞 望月 強 河内クラブ    岩本 章 奈良クラブ 

第３位 クラブ会長賞 伊藤圭介 河内クラブ    芳澤博之 メンバーの父 

第４位   神谷尚孝 和歌山クラブ    岡本 宏 メンバーの友人 

第５位   金城輝彦 紀の川クラブ  ペルセウス賞 白井公子 長野クラブ 

佳作   島並宏彰 泉北クラブ  カシオペア賞 杉浦文子 奈良クラブ 

佳作   今井利子 なかのしまクラブ    岩本二三子 奈良クラブ 

佳作   山本直樹 小阪教会    芳澤美那子 メンバーの母 

佳作   中野義彦 河内クラブ    島並草逕 泉北クラブ 

佳作   田中惟介 河内クラブ        

        

人気投票 ５位まで表彰対象となり、サンホーム関係者が多い中   

  河内クラブの伊藤玲子メネットが３位と健闘されました   
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「私の独り言」      

 連載 ＮＯ 50 
 佐古 利子 

 近頃は ゲームとか パソコンで楽しむ風潮
ですが 百人一首の「かるたとり」も愛好者によ
って続けられているのです。 

「サンタクロースとなって」 
横田 憲子 

何度かお誘いを受け参加させて頂く事になり
ました。 

              

 今年も河内クラブのクリスマス例会で６０名あま

りの人たちが一緒にお祝いをすることができた。 過去、小学生の頃に家族で楽しんだ位で全く忘
れているだろうと 恥ずかしいけれどお遊びの
つもりで・・・・・・ 

でも、いつものカメラを構えた初田稔メンの姿があ

りません。昨年・一昨年は法事の御用があって欠席

でしたね。しかし、今年は何の断りもありませんでし

たよ。でも、去年の初田メン作成の垂れ幕、日付を

取り換えて使用いたしました。来年も使えるよう大

切に保管を尾北館長にお願いしております。 

札読みの会長さん（男性８５歳位）、段持ちの
方（女性）、子供達、総勢 30人位。 

10人位で 3つのグループに分かれてスタート。 
それぞれ得意の句があり、さわりの一声で札が飛
びます（3人くらいの手が 札に伸びます）。  ご遺族の皆様は勿論、河内クラブの私たちも心

細さがヒシヒシと迫りそれがポッカリと大きな穴と

なって開いたまま。来年は白いひげを長く生やし、

にっこり笑ったサンタクロースの初田さんとお会い

できたらなあ・・・・。 

一回目終了、成績は 12枚。「多少 記憶が残っ
ていたのだなぁ」 
次の会ではもう少し頑張らなくては と思う
今日この頃です。 
  

 (次号は新本メネットの独り言です) （次号のコラムは芳澤 Ys です） 
  
  
   企画 阪和部 部サービス事業    告 知 板  

第 1 回 国際理解チャリティーツアー  

菜の花の咲き乱れる 韓国（済州島）を訪ねて！ 後期に入ります。会費の納入よろしく・・・ 
 会計よりのお願い 

   
 お年玉切手シート 今年の抽選日は２５日です。 
 2 月例会にご持参下さい。 
 ファンド事業委員長より 
  

中西部合同新年会が 1月１２日（月・祝）に  
南 YMCA 4 階ホールで開かれます。  
14：00～17：00 会費￥3,000－  
第 3部では    

料理の鉄人 程 一彦氏のスピーチ  
健康談義「１０年長生きする食事法」  

があります  
お詫びと訂正  
１２月報最終ページの予定表で阪和部新年  
合同例会の日付が１０日になっています。  

 正しくは１７日（土） 12：00～15：30 です。 09 年 3月 27 日（金）～29 日（日） 
 ゲストは落語家の林家染左さん  

済州クラブへもいってみませんか？  会費は￥4,000－です。 
 

 
編集部 

（編集部にスキャナーを導入しました。 

これはそのお試し記事です。） 
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HAPPY BIRTH DAY          

石田キヨカ １９ＸＸ年１月 １日生                 大藪 暢子 １９ＸＸ年１月 ８日生  

望月  強 １９３９年１月 ２日生                宮本 桂子 １９５６年１月１４日生        

田中 惟介 １９４４年１月 ３日生                青野亜希子 １９ＸＸ年１月２４日生 

望月 治子 １９ＸＸ年１月 ５日生                山内 信三 １９４３年１月３１日生 

濱添 千妙 １９ＸＸ年１月 ６日生 

 WEDDING ANNIVERSARY  

大谷美佐子＆璋 幸夫妻 １月１７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  IBＣ－DBC 
IBC・DBC の意義を理解し事業の見直し・強化をすべく交流プログラムを検討しましょう。そして活発且

つ充実した交流事業を楽しもう！                         小幡 弘交流
事業主任           

                     

                

11 月月－－２２月月のの予予定定                                        

  

11 月月    

  １１月月 1177 日日（（土土））阪阪和和部部新新年年合合同同例例会会  

                    大大阪阪南南 YYMMCCAA  

    １１月月１１５５日日（（木木））第第１１例例会会  ササンンホホーームム６６階階  

  １１月月２２２２日日（（木木））役役員員会会  ササンンホホーームム６６階階  

１１月月３３１１日日      ななごごみみ 

                                                       

22 月月   

 ２月６日（金）ブリテン印刷・発送 

２月７日（土）阪和部第２回評議会 南 YMCA 

 ２月１９日（木）第１例会 ＴＯＦ 役員選挙 

２月２６日（木）役員会 

2 月２８日   なごみ 

  

    

     

 

 

初田 稔メンを偲ぶ会 

  日 時 平成 21 年 2 月 8日（日） 

3 時～5時 

  会 場  東 YMCA サンホーム 6 階 
会 費  ２，０００円 

   
  お問い合わせ・ご連絡 は下記まで  

ＦＡＸ又は e-Mail でお願いします 

   Mail; itosan@apricot.ocn.ne.jp 

      FAX ; 072-994-6957（伊藤圭介） 

 
  尚 ご参列いただける方は 1月 31 日までに 

ご返信ください。 

 

                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       ‘98 年 7 月報からこの欄はスタートしています。そこには 

“河内から吹く風が、人皆なごませる微風となるか、人心を脅かす 疾風となるか・・・”と書いています。

河内から阪和部へ、西日本区へ 発信できたら良い との思いからのネーミングでした。当初はそれなりに異風

が流れていましたが、いつしか単なる編集後記になっていきました。独り編集長の時代になり、編集部での議論

の機会が 無かったからだと思います。初田君の苦闘の跡が偲ばれるコメントを散見する次第です。改めてクラ

ブ内で前向きの議論が少ないと感じる 今、風を起こそうという思いが 編集に当たり沸々と沸きあがって来、

蟷螂
とうろう

の斧を振り上げようとしているのです。 12 月報のこの欄の記事もこの動機によるものであり、決して個

人を中傷するものではなく、以前から尊敬する阪和部の諸先輩とも話していたことで、クラブの、部の、ワイズ

の発展のため力になる偉人出でよ の願いで有ります。 

本日に至るまで、投稿がありませんでしたので とりあえず趣旨を説明致しました。今後この欄がどう変化す

るか、ひそかに楽しんで行こうと思います。                     編集子
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