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   ２０１０～２０１１年度【主  題】 

クラブ主題  ワイズ事業に活力を！                     大谷美佐子 

 阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ） 
 西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ” 
       副題    泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル） 

 アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」     高田 一彦（横浜クラブ） 

 スローガン “Realization of World Peace through Y’s Activities”   「世界平和をワイズの手で」 

 国 際 主 題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」      藤井寛敏（東京江東クラブ） 

 スローガン  “Build a Bridge to the Future” 「明日《あす》への橋を架けよう」       

  
【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、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべての人を一つにして下さい。」 
― YMCA の創立者ジョージウイリアムズの誕生日（10 月 11 日）は、世界の YMCA 記念日です。 

この聖句は世界中の YMCA の共通モットーとして世界 YMCA 同盟正章の中心に掲げられています―  
  

   『がんばらない』        宮本桂子 

 

「住民と共に作る医療」を実践されている鎌田 實さんの著

書に「がんばらない」というのがあります。その中で、知的

障害を持たれた西沢美枝さんが書かれた《がんばらない》と

いう書に、いつもこころをひきしめられるという話が述べら

れています。 

「あなたは、あなたのままでいい」「競争しなくてもいいで

すよ」と語りかけているようだと述べられています。重症な患者さんや末期

の患者さんは、もう、十分がんばっておられるのですから、周りのスタッフ

が頑張るから、あなたはありのままでいてくれたら良いとの事です。 

《がんばらない》というのは、決して甘えたり、サボるというのではなく、

無理をし過ぎない、させないという事で、著書では患者さんの話ではありま

すが、世の中の皆さんに通ずる考え方ではないかと思います。 

如何に相手のことを思いやれるか？自分がしている事はそれであっている

のか?を考え、その行動が相互に負担が無いかどうか検証していく事が大切

だと思います。そのためには、まず、肩の力を抜いて、ゆったりとした気持

ちでいなくてはならないと思います。 

ワイズメンズの活動にも、同じ事が言えるのではないでしょうか？肩の力

を抜いて、素直で自然な気持ちで進めていきませんか？  
がんばり過ぎないで。 

 

会 員 数 
２1名 ゲスト＆ビジター         ３名 ９月末各ポイント累計 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 ３名 B F ０円 ９ 月分  １８６６１円 

会 員 出 席 者 １４ 例 会 出 席 者 ２０名 ユース ０円 累  計  ３７２２１円 

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １１名 C S ０円   

９ 月 の 出 席 率 ７１．４％ ９月 の 全 出 席 者 ３１名 切手累計 ５９０g   

10 月例会プログラム 
10 月 21 日（火）サンホーム 

6：30～8：30 
司 会          佐古至弘君 
開会点鐘     大谷会長 
ワイズソング   一  同 
聖句朗読     杉村 徹君 
会長挨拶     大谷会長 
ゲスト・ヴィジター紹介     
           司会者 
食前感謝     杉村 徹君 
食事・歓談・インフォメーション 
ゲストスピーチ 

家近 健二氏 

 「今 求められているもの」 

誕生・結婚祝い  大谷会長 
にこにこアワー  一  同 
YMCA の歌   一  同 
閉会点鐘     横田副会長 
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 ９月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２０１０年９月１６日（木）18：30～20:30 

 記録 中野義彦 

出席者(敬称略) 

メ ン 田中・藤井・望月・芳澤・大谷・中野・杉村 

佐古・伊藤・岩坂・加藤・横田・新本・宮本 

メネット伊藤・望月・初田 

ゲスト・ビジター  

    奥野 誠（講師） 

今井利子（なかのしま）・松岡虔一（サウス） 

    以上２０名 

           

司会の田中君持参の明珍火箸の

風鈴の清らかな音色が会場に響き

１０月例会が開会された。 
会長より

３５周年記

念例会、それ

らに係る一連のプログラムの

協力に対しての感謝と新年合

同例会に向けて，なお一層の会

員の協力を、また例会の時間厳

守をお願いするとの要請があった。 
３５周年記念例会担

当の中野会計より、決算

報告がなされた。伊藤君

よりロシアとのＩＢＣ

締結により、帰国後、感

謝の御礼と、これからの

ロシアとの民間交流がより一層活発になるように願う

との報告。 
阪和部直前会長６名で会員増強を目的とした、「プロ

ジェクトなにわ」を結成した。会員増強に向けた行動

を起こしたいと報告があった。 
ゲストスピーカーの奥

野誠先生より＂紙の話“に

ついて講話をいただいた。

先生は龍神村にお住まい

で、村の歴史を調べている

と、紙作りが盛んな時があ

り、今では一軒だけが 楮
こうぞ

から紙すき、紙作りをして

いたので、村おこしの先駆

けとして紙作りを始めた。 
紙は約２０００年前、

後漢の初め，モノづくり

の素材として出来、竹を

原料として字を書くため

に繊維を薄く延ばし作ら

れた。朝鮮、日本におい

ては壁紙、障子紙など住

宅用にも使われ、日本においては、奈良時代 税とし

ても課せられていた。また、明治時代には外貨獲得の

為、和紙は重要な輸出品でもあった。今回は紙の歴史

について が多くの部分を占めていた。   以上 

９月の誕生記念を頂きました。宮本 Y’s の運営する作業所

“輪”の皆さんの

手作り品です。 

これで河内クラ

ブも微力ながら

支援の一端を担

えることとなり

ます。 

左の写真は８月

誕生の方たちで

３５周年祝会の 

慌ただしさに忘れられていたわけではなくプログラムの都

合で遅くなりましたが、ここでめでたく贈られました。 

 

 

“今夏の異常気象は

北海道のジャガイモ

の生産にも大きくひ

びき、不作だそうです。

小さかったり、中にス

が有るかもしれない

と連絡が有りました。

数量的にも要望を満

たせない可能性があ

ると言う事です。 

 会計としてもファ

ンドにひびくことが

心配です〝と望月事

業委員長。 
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にこにこ語録（9月例会） 
敬称略 テープ起稿 大谷美佐子 

横田 普段接している紙です。大切に使わないと！ 

奥野 取りとめない話で失礼いたしました 

宮本 興味深いお話を有り

難うございました。 

配られている、お誕生日

のプレゼントを私ども「輪

の作業所」の方にご発注い

ただき有り難うございまし

た。中の絵は作業生が書い

ています。しかし病状が進み絵を書けなくなりまし

た。これが彼女にとって最後の絵になります。こう

いう機会をいただいたこと感謝いたします。他の作

業生も励みになっています。作業生は月わずかな給

料ですが少しはボーナスを出せたらと思います。 

加藤 先生有り難うございま

す。買ったらいくらぐらいで

しょう？（先生の素晴らしい作品

に財布の紐が緩んだの！） 

伊藤 ２６人ロシアから来ま

して無事に帰ったとメールが

来た時嬉しかった。（大変なお気遣いがあったことでしょ

う、有り難うございます） 

伊藤メネット ひと月があっ

と過ぎました、夏には大きな

思い出があります。日本は森

林の国、木を見上げてたのし

みます。 

望月メネット 先生、私も字を

間違って読んでいました。こ

うぞ をかんぞうと呼んでいました。    

望月 紙には歴史があり興味深い話でした。  

藤井 昔に草で紙すきをした事

があります、一日かかったよう

に思います。 
  （先生・・うちの工房で体験が

出来ます、来てください） 

杉村 高校生のとき島根県で紙

すきをした事があります。 

中野 ３５周年決算報告をさせていただきました。 

佐古 小学生のころ紙すきした経験があります。和

歌山の竜神の方です。消化器は完治しました、後大

腸ガンだけが残っています。 （佐古さんなら大丈夫！

ファイト！） 

新本 ８月には皆さんどうも有

り難うございました。伊藤さん

には格別に！ 

今井（な

かのしま）

クラブで

船場の紙屋さんのお話を聞きま

した、においのする紙、よもぎ

紙もありました。以前川がきれ

いな竜神でキャンプして楽しみました、イーデス 

ハンソンさんもお住まいですね。 
（先生：ひと山向こうです） 

松岡（サウス）国会議員の奥野さんの

息子さんだと勘違いしていました。 

田中 伊藤さんのおかげと言って

良いのでしょうね？ ロシアからメ

ールが来るようになりました。  

芳澤 高校時代の悪友が先生と 

同姓同名で、彼は京都でダンボ 

ール工場を経営しています。同 

じ名前、紙で通じるものがあり 

ます。 

岩坂 ８月、暑い真っ最中の

特別例会を欠席しました罰金

を払わないと！今日はあの漢

字を覚え、意味合いを勉強出

来ました。ほんとにワイズに

来ると知識が豊かになります。 

初田メネット 私は鼻炎です。ティッ

シュをよく使います、心して使わな

いと と思いました。  

大谷 紙を通して地球を考える深

いものがあります。 

 

本日の にこにこは \１８，６６１ － でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 クラブ３５周年記念事業の 

金一封を東ＹＭＣＡ へ贈りました。   

 

 
暑かった夏もようやく過ぎ、 

  様々な活動には爽快な季節になりましたね。  

    これは石切りの空の 名残の入道雲です。 
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第２２期阪和部部会報告 ９月２３日（木）                田中 惟介 

未明の雷鳴と豪雨。波乱を予感させる朝であった。今回紀の川クラブがホストする阪和部会ほどコンセプ

トが理解されないまま（されなかったとも言えるが）いろんな意見が飛び交ったことは記憶にない。斯く言う私

も ？と思っていた。ただ企画するにあたり 型にはまらない発想を常に心がけている（と自認している）者

としては 自分の物差しで決めつけ、意図を汲まず独断、偏見で企画を断定し、異を唱える愚は避けたいと

思っていた。そしてそれが正しい選択であった事をまずご報告しておきたい。 

天王寺発８時２７分発のきのくには紀伊近くで豪雨の

為倒木があり１７分遅れで１０時前に和歌山駅に到着し

た。ワイズの幟の出迎えを受け、貴志川線に乗り換える。

貸切の真っ赤なおもちゃ電車（愛称）はまさにおもちゃ箱

の様で乗客に微笑があふれる。 

 終点の貴志川駅まで３０分。たま駅長は高齢の為か眠

り続けご対面は叶わなかったが まぁ良し として、マ

スコットの看板を掲載しておこう。３０分の折り返し待

ちの後、和歌山駅に戻る。 

会の主題に合わせての体験乗車は何かのきっかけが

無ければ乗る事もあるまいと言う好奇心旺盛な Y's

メ ン の 動 員 に も 効 果 が 有 っ た こ と は 間 違 い な

い・・・・・ねぇ？ Ｏさん、Ｆさん。 

 正午過ぎ、和歌山Ｙに到着。食事の用意が整った６

階ホールはほぼ満席。メネット会は同時刻５階別室で

開かれ１時３０分に合流するまでに食事と新調され

た部のバナーのお披露目が有った。（メネット会の報告は７ページに掲載） 

１時３０分開会点鐘。式次第に沿って進行し坂本阪和部長の歓迎挨

拶や実行委員長の司式の中で“他のボランティア団体との交流の中で

Y's の活動の場を広げ、会員増強のヒントを得たい為”と今回の部会の

意図を明確にされ「貴志川線の未来を“つくる”会」との Symposium 

が開会された。スタッフ登録やサポーター募金等の会員拡充の話や活

動する人物像として “よそ者・若者・バカ者”（解説は省く）が要るこ

と等々、Y’s の話かと思うほど重なり合うものを感じ、ここから得ら

れたヒントが生かされた時 今回の企画に意義が有ったと言えるだろ

うと思った。部長・キャビネット・紀の川クラブの会員各位の今後の働きかけに期待したい。 

 ミニコンサートでは和歌山の応援歌が熱唱されユーモアあふれる若者に好感を持ち、貴志川線たまちゃん

クイズでは５位に入り河内の名を高めた事も付記しておこう。各アピールの中で、新年合同例会のアピール

は出色で 好評であったことは 帰宅後すぐに第１号の登録が有ったことで証明されるであろう。 

                      出席者は３０クラブ・１４２名（主催者発表による）であった。 
参加；大谷・伊藤・佐古・新本・正野・田中・藤井・望月・横田・大藪メネ・望月メネ 

披露された阪和部の 

バナー 

 
さぁさ みなさん 

いらっしゃーい 

 

 
 「ボランティア活動」

についての講演を聞くつもり 

で参加してください。と松本実行委員長。 

      

 

                                    お代はたったの 三千え～ん！ 

                トントントントントン トトン 

 
今夜は十六夜です 

部会の半分を回り

ま し た 。 多 く の

方々と出会い、楽

しめるようになっ

てきました。 

と 仁科理事 おまけ 
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第３6 期 第４回役員会報告 

 

“ワイズ事業に活力を” 

日本区強調月間 BF 
２０10 年 9 月 2４日（木） 東ＹＭＣＡ 

 

出席者 大谷・丸尾・芳澤・田中・尾北・藤井・横田 

佐古・望月・中野・伊藤 

 

10 月例会 10 月 21 日（火）6；３０～8；30 

サンホーム   

卓話 「今 求められているもの」 

講師    家近健二氏 

 

例会役割分担   
司会     佐古至弘君  聖句朗読 杉村 徹君  

食事担当    芳澤伸之君   食前感謝 杉村 徹君 

ニコニコ    藤井敬子君 ＆ 当日指名 

受  付  伊藤圭介君 ＆ 会計 望月・藤井君 

音楽担当   会計兼任  

11 月号ブリテン原稿 
例会報告               佐古至弘君 

役員会報告                丸尾欽造君 

にこにこテープ起こし        大谷美佐子君 

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“いちおし！”    丸尾初子さん  

巻頭言                    田中惟介君 

 

原稿締切は 10 月 29 日です。厳守！  

 

審議事項 

 
１. １１月例会 １１／１８   

Ｂ班担当 正野・宮本・丸尾・加藤・望月・山内・青野 

ゲストスピ－カー  土佐堀クラブ・奥田 時夫氏 

   テーマ   「アフリカの子供たち」 

２. じゃがいも・かぼちゃファンドの進捗状況 

（望月委員長） 

作柄不良の為７５０の発注を４５０に減数して欲しいと

依頼が来た。各メンバートと折衝する。 

入荷は 1０月１６日（土）１０時サンホーム着 

３.例会に関して 

  例会横断幕作成は各班で担当すること。 

  司会者用踏み台を準備することを検討する。 

４. 河内クラブバナー製作 

  交換で頂いた小バナーを貼る台布を作成。 

  関連議案として区大会等に持参するバナー作成検討。 

５. ロビー展に関して 

  実行委員長案の方向確認。 

６. 新年合同例会 

  企画書に基づき審議。意見に基づき実行委員会で検討。 

７.３５周年の報告会 

  １０月例会の食事時間にパワーポイントを用い報告。 

 

報告事項 
１. ３５周年関連お礼の訪問 

豊中クラブ  横田・正野 

泉北クラブ  伊藤・中野・正野 

サウスクラブ 正野・大谷 

奈良クラブ  望月・正野・大谷 

メネット・・大藪・伊藤・望月・初田 

京都部部会  望月・伊藤・望月メ・大谷 

 

２．西日本区に提出するＩＢＣ，３５周年＆歓迎の活動報告 

を提出済み。 

３．大阪ベクセルクラブ例会９／１０田中・丸尾出席 

４．阪和部新年合同例会 

第２回実行委員会 ９月１６日４：００～５：００ 

               田中・宮本・大谷 

 

５. 阪和部会参加 ９／２３ １０名 

（伊藤・望月・佐古・正野・田中・新本・横田・藤井 

望月メ・大藪メ.大谷） 

 

６．チャリチィーラン・・１１月２３日（祝） 大阪城公園 

コースは変更される 

７．奈良クラブ 60 周年 11／14（日） 奈良ホテル  

申し込み者（９／１６現在） １０名 

  メ ン （中野・伊藤・田中・横田・望月・大谷） 

  メネット（中野・伊藤・望月） 

 

８．びわこ部会 １０月３日（日） 

於：ウッデイパル余呉 ＡＭ１０：００ 

９．阪和部新年合同例会  ２０１１年１月１０日（祝）  

ｐｍ５：００～７：００・於；南ＹＭＣＡ    

１０．第１４回西日本区大会   

２０１１年６月１１日（土）～１２日（日） 

於：ウエスティン都ホテル京都 

 

連絡事項 
１. ブリテン印刷・発送 10/１（金） 

２. １０月３０日（土）なごみ 
３. 第２回評議会 

   １０月１６日（土）南ＹＭＣＡ  

出席；大谷・丸尾・正野・望月  

ゲストスピーカー プロフィール 
１９３６年 大分県別府市生まれ 
１９５９年 大分大学 学芸学部 美術科 卒 
  中学校美術教師を務め、創作活動を続ける 
  大分県美術協会 客員 
  柏原ビエンナーレ世話人代表 
  カルチャーセンター講師 
  ◎ひびき福祉会理事・後援会会長 
  ◎柏原九条の会 代表 
  ◎つるの会 会員 
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9 月の ウエルネス               鈴木 えみ 

           9 月は夏のプログラムも終わり、ちょっと落ち着く季節です。月末から10 月中旬 

にかけては各幼稚園小学校の運動会がありますので、週末のプログラムもひと休み

です。それを利用して、サッカーや野外活動指導者は秋のトレーニングを実施します。 

 野外活動指導者のトレーニングは 10 月 2 日・3 日の 1 泊 2 日、東大阪市立野外活動センターで行いま

す。1 泊2 日の生活用品や食材をザックに全て入れて、瓢箪山から約1 時間半の山道を登ります。整備され

ていない六万寺コースというハイキング道を登るのですが、コース沿いはずっと沢になっていて、沢を横切

ったり「ここは本当に道なのか？」ということころを歩いて上ります。昨日下見で歩きましたが、2 日経っ

た今日から本格的に筋肉痛が始まりました！！←年取りましたぁ 

 現地ではテントで泊まり、3 食全て個食自炊をします。今回はチームワークを深めるのが目的ではありま

せん。野外で生きていく力を一人ひとりが身に付けることが目的です。ですから、ごはんをつくるのも一人

分を一人で作ります。自分の技量が試され、不便な生活のなかでの工夫が求められます。 

 子どもたちや若者達と接すると「できなーい」や「無理！」という言葉を良く聞くようになりました。ワ

イズの皆々様からご覧になれば、私のようなものもひよっこでまだまだ忍耐が足りないとご指導を受けるか

もしれませんが、アラ４０の私からしても「今の若いもんは・・・」と思うこと多々あり・・・です。です

から、今回の野外リーダートレーニングは、野外生活することは諦め続けたら命に関わることで、解決しよ

うとし続けることが大切であることを、身をもってリーダー達が体験してもらえたらと思っています。解決

できたときの成功は、喜びに変わります。喜びは次のチャレンジへの意欲につながります。その体験を子ど

もたちに伝えることが出来る指導者は、ＹＭＣＡの大きな財産になっていくことを信じています。 

 最後になりましたが、8 月には盛大に夏の慰労会を催してくださいましてありがとうございました。引き

続き、リーダー達が頑張って活動をしていることを温かく見守っていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

敬老祝賀会報告（９月１９日） 

特養の敬老祝賀会を開催し、たくさんのご家族、ボランティアの参加がありました。伊藤メネットにもお手伝いいた

だきました。今回は特養の音楽療法を担当している岡部真由美さんと出身高校のクラブ員が、入居者・ご家族と一緒に

懐かしい歌を歌いました。最高齢は９９歳で白寿を迎えられた MN さんです。米寿の方は１名いらっしゃいます。サ

ンホームの入居者の平均年齢は８４歳で、内９０歳以上の方は１９名です。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１７日（日） デイサービス外出行事（ポートピアランド） 

１１月 ７日（日） 特養外出行事（宇治平等院） 
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「いちおし！」       連載 ＮＯ ７０  

中野涌子 

私の一押しはありません。 

私は皆様の一押しを教えていただくのが大好きです。 

でも、最近、私のハマっていることはあります。 

健康を保つために、野菜を多く取ることを心がけてき

ましたが、方法はサラダ関係か根菜類の煮たものしか

うかびませんでした、ある時、70 歳位の人と話をし

ていると、その人は病院の検査で１００歳の年齢と言

われ、それから、野菜を電子レンジで５～６分チンし

てポン酢で食べるようになったら、どんどん自分の年

齢に近づいたそうです。それから、私も大根、人参、

サツマイモ，固いものから２分．玉ねぎ、カボチャ、

を加えて２分、サンド豆、キャベツホウレンソウ、ズ

ッキーニ、早くできる物から１分とか、キノコ類など

適当に固いものからすぐ煮える物へ加えながら合計 5

～6 分、洗っただけでチンをして、ポン酢で頂くよう

になりました。肉類はしゃぶしゃぶでポン酢か胡麻だ

れで、魚もホイル焼きでレモンとかで、調味料を使わ

なくなり、調理に時間もかからず、手抜きができ、身

体にも良いように思い今は満足してハマっています。 

こんなときに丁度，シリコンスチーマーの器をいただ

き、それでその食べ方がより便利に出来るようになり

ました。きっと皆様はとっくにされていると思います

が・・・・。 

（次号は丸尾メネットの いちおし！ です。） 

 

奈良クラブメネット例会に参加して 

メネット会長 大藪暢子 

 美味しいお弁当を頂きながら、奈良苑施設長 松田

壮広氏のお話をうかがいました。テーマは介護保険に

ついてです。 

 これから老いを迎えるにあたり、家族だけでは介護

が出来なくなった時、どの様な施設がむいているか？

又、その施設に入るにはどのようにすればよいか？等

分っているようで解らない事を、細やかにお話下さい

ました。 

 まだまだと思いながらも、いずれ来るであろう老後

のことゆえ、複雑な気持ちで聞いていました。 

参加メン；大谷・望月・正野 

メネット；伊藤・望月・初田・大藪 

追記：３５周年事業に際し、ロシアからの客人の奈良

観光をご支援いただいた事に感謝を述べてきました。 

 

第２２期阪和部会・メネット会に参加して。 

大藪暢子 

未明からの雷・大雨・ＪＲの遅れ等 散々な天候の

中、和歌山での部会に出席しました。 

１０時位には雨も小止みになり、かの有名な“たま

ちゃん”に会うため貴志川線に乗車しました。廃線に

ならない為にはまだまだ沢山の人の乗車が必要との

事でした。 （貴志川線の未来をつくる会のスタッフ談）

そんなことを知ってか知らずか、のんびりお昼寝中の

“お姿”をあとに往復１時間の旅を楽しみました。た

まちゃんに関するクイズ用紙が配られ、なぜか阪神タ

イガースの問題が含まれていました！？ 親睦のあ

とメネット会は昼食をはさんで一時間足らずのあい

だに事業報告などあわただしいひとときでした。 

主なるテーマは豊島神愛館への支援に関する事で

した。豊島での乳幼児の生活のＤＶＤを観ながら、一

層の支えをのぞまれました。 

軽自動車を是非贈りたい！！目標は１５０万円です。 

 部会に合流し、天候も回復し、帰途につきました。

ちなみに田中さんが“たまちゃんクイズ”に上位当選

されました。      出席メネット；望月・大藪  

 

３５周年とロシア京都観光協力の お礼訪問 
＊サウスクラブ ９月７日（火） （正野・大谷） 

  いつもながら温く迎えて下さってホット致しま

す。第２例会を変更してまで３５周年例会にたくさん

お越しくださったことのお礼と感謝をお伝え致しま

した。 

河内クラブがライブラリーコンサートのスポンサ

ーを考えているとお伝えしましたら、大きな拍手があ

り大変喜んでくださっていました。例会時、有田会長

の堂々とした姿が印象的でした。お互いに頑張ろう

と・・・。           大谷 美佐子 

＊京都部部会 ９月１２日（日）  

（伊藤・望月・望月メ・大谷） 

望月メンの車

に同乗させてい

ただき快適でし

た。 

他の部会に参

加は初めてで１

部・２部・３部

とありビックリ、各クラブのバナー入場はクラブ数が

多いので見ごたえがあり綺麗でした。２部は京都府警

の名刑事さんによる「いざというときの暴力団との対

策」、会場を笑わしながら実践を交えて話されました。 

アトラクションは世界１位の「フレアー バーテンダ

ー・宇敷き勝己さん」の素晴らしい演技で時間が短く

感じられました。河内クラブのお礼を述べる機会を設

けていただき壇上でドキドキしながら感謝の気持ち

をお伝え致しました。両脇に望月ご夫婦が控えて下さ

ったのが嬉しかったです。    大谷 美佐子 

 
ロシアの皆さんを

河内クラブに迎え

京都観光には何か

と京都部の皆さん

にお世話になりま

したのでお礼を兼

ねて大谷 美佐子

会長と望月 強プ

ロジェクト：３５

実行委員長に随行し京都部会に参加し、お礼を述べさ

せて頂きました。          伊藤 圭介 
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HAPPY BIRTH DAY   10 月 WEDDING ANNIVERSARY 

中野 涌子 １９ＸＸ年１０月２２日生        岩坂 正雄＆千 種夫妻 １０月１１日 

尾北  昇 １９５１年１０月１６日生        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 PR  
景気低迷の今、求められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い楽しいクラブ、明るく元

気なワイズメンを紹介しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう。 

 中原 一晃 広報事業主任  

 西日本区強調月間  BF 
 

BF は、世界のワイズメンが同じ条件で参加出来る事業です。 

用済み切手の整理作業をしながら国際舞台の夢を語りましょう。    杉浦 英 ファンド事業主任 

 
  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                
第 36 期 ク ラ ブ 役 員 

会 長: 大谷美佐子 副会長:横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北 昇 会計：望月 強・藤井敬子  

メネット会長:大藪暢子  直前会長: 芳澤 伸之  連絡主事:杉村 徹 

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 
ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/ 

 
 
 
 
 
 

1100 月月－－1111 月月のの予予定定  

  

1100 月月                    1111 月月  
    １１日日（（金金））  ブブリリテテンン印印刷刷・・発発送送            5 日（金） ブリテン印刷・発送  

    ３３日日  びびわわここ部部会会                        １３日～１４日第２回区役員会  

１１００日日  中中部部部部会会                          １４日（火）奈良クラブ６０周年祝会  

２２１１日日（（木木））例例会会  ササンンホホーームム６６階階          １8 日（木）例会 サンホーム６階  

２８日（木）役員会 サンホーム      ２２１１日日～～    ロロビビーー展展開開催催 

３３００日日（（土土））ななごごみみ                        ２２３３日日（（祝祝））チチャャリリテティィラランン  

２５日（金）役員会 サンホーム  

Wind From Kawachi  充分に企画され、準備された会は起承転結のメリハリが有り、感動も仕込まれてお

り、分秒刻みの進行は予定された調和の内にあり、一本のドラマの様な完成度がある。そして、その式典と言われ

るものはおおむね すぐれたプロデューサーとスタッフの手で創り上げられる。 

 で、クラブ例会である。定刻に始められ、定刻に終わることが求められている。例会の持ち方の指針として言われ

ているし、今期、大谷会長もその旨を期首に述べておられる。 正論であり、どなたもそれを受け入れている。 

 あえて筆者は思うところを述べる。ゲストスピーカーのお話が長びいた時、ヴィジターのアピールが冗長な時、

ゲストの話に感動し誰もがそれを伝えたく感じた時、連絡、伝達事項が想定外に多かった時、これらは、しばしばあ

る場面で、ＭＣが上手くさばければ良いが 抑え込むような事は出来ないし、場の雰囲気を壊してしまっては楽しい

例会（これもよく言われる）にならない。こんな状況に応じ 臨機応変 延長も致し方あるまい。 そう、教条主義、原

理主義はクラブ例会に似合わないと言いたいのだ。  某クラブを訪問した際、 “ 時間の都合でプログラムをカッ

トします ”と言って無理やり切り上げられた事が有った。又 ゲストのお話の時間を取るためと称しヴィジターの紹

介を省かれた事もあった。クラブメンバーはもちろんゲスト・ヴィジターにも心地よい時間を過ごして頂く と言うホス

ピタリティを常に心がける訓練の場として例会を生かそうではありませんか？論旨が飛躍するが 河内のニコニコ

（絨毯爆撃と言った人もあった）は 例会に出て一言も喋らずに帰る人が無いようにとの配慮だと言われてきたが、

それにも増してウイットに富んだ短いスピーチの訓練をする機会だととらえ準備して例会に来られるようになれば短

時間で笑顔に満ちた雰囲気を作り出せるし、ファンドも潤い、ブリテンのページも楽しめると言う三方良しで 丸くお

さまるのだが・・・・・・・・・次号につづく                                      編集子  

感謝 

ヴェクセルクラブの

増石Y’sよりブリテン

送付用として郵便切

手を拝受しました。 
感謝し、ご報告いたし

ます。 
 


