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2011−2012 年度 クラブ・部・区・アジア地域・国際
「為さねばならぬ」
会長・横田憲子
響き合い、ともに歩む To walk together, echoing each other 部長・松本三枝子
ワイズの原点、愛と奉仕で社会に貢献
理事・浅岡徹夫（近江八幡）
ContributetotheCommunitythroughActiveServiceswithLove
―理想を目指して変革と行動―
Change Ourselves and Take Actions toward Our Lofty Goal
地域会長 Wichian Boonmapajorn （タイ）
Audere est Facere ― To dare is to do 「とにかくやろう‑ 為せばなる」
Mission with Faith 「信念をもって使命をはたそう」
国際会長 Finn A. Pedersen （ノールウェイ）
Audere est Facere ― To dare is to do 「とにかくやろう‑ 為せばなる」
巻頭言

会長 横田憲子
ＹＭＣＡ創立のジョージ・ウイリ
アムズを尊敬し彼のことを熱く語
っていた方が今年静かに旅立った。
２２歳のウイリアムズがロンドン
で働きながら労働条件の改正と生活実態の改善を実践
し、１８４４年の若者の将来に不安を抱き、人格の尊
厳と隣人の愛と奉仕を積極的かつ真摯な姿勢で進める
ことになる。まずキリスト教青年会を立ち上げ、青少
年に援助の手を差し伸べる組織としてＹＭＣＡを設立
した。それが国際組織となりアメリカでワイズメンズ
クラブが生まれた。ＹＭＣＡと青少年を援助する共助
者としてリーダーとの交わりを持つ奉仕クラブのワイ
ズが活躍するようになる。
「ＹＭＣＡの活動は若い人のためにやったらいいね
ん」と大きな声で話し、本当にこの方はＹＭＣＡが好
きなんだと周りの私たちは固く信じている。多分ご自
身の若いころのことを重ね合わせ、ＹＭＣＡに助けら
れ今の自分や人間関係があると強い思いを話すことで
次世代に繋ぐ願いがあったように思う。１６年前は主
婦として引きこもりだった私がシニアー世代となり、
緊張をしながらも社会で自己実現をさせていただく場
があることに我ながら不思議な思いである。８０を過
ぎても尚、自立の生活で矍鑠としたワイズライフを過
ごす憧れの方々の後をついていこう。(次頁に続く）

[今月の聖句]
マタイによる福音書１６章２６節
「人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失っ
たら、何の得があろうか。自分の命を買い戻すのに、
どんな代価を支払えようか」
―― 東日本大震災による人々の痛みと試練を共有
できる心、それは東 YMCA 野外活動事故に因んで
設定されたＹＭＣＡ安全の日（7 月 18 日）を覚え
る心と同じ「生命の尊厳」への畏敬の念です―――
●

●

【 7 月例会プログラム 】
●
日時・7 月 21 日（木）午後 6：30〜 8:30
会場 大阪東 YMCA サンホーム 6 階
Kick-off & EMC-C
司
会：
望月 強 君
開会点鐘：
会長・横田憲子さん
ワイズソング：
一
同
聖句朗読：
加藤寿枝さん
ゲスト・ビジターご紹介：
司会者
阪和部部長メッセージ：松本三枝子さん
会長交代式・新役員紹介：司式 松本部長
会長・新役員ご挨拶 ：
役員一同
食前感謝：
岩坂正雄 君
インフォーメーション：
当該者
誕生日お祝い：
会長・横田憲子さん
にこにこアワー：
一
同
ＹＭＣＡの歌：
一
同
閉会の辞・点鐘：副会長 宮本桂子さん
●

大阪かわちわいずめんずくらぶ
(前頁より)これから 1 年、 会長 と呼ばれるようにな
りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
************************************************
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の司式で結婚されます。クラブの祝事として会長より
世話人に指名されました。当日の役割分担などよろし
くお願いいたします。

6 月例会報告
記録・畠平剛志
報告・岩坂正雄
日時：6 月 16 日 （木） 18：30〜20：30
会場：サンホーム 6 階
出席者： メン 伊藤圭介、岩坂正雄、大谷美佐子、
加藤寿枝、佐古至弘、新本英二、
正野忠之、杉村 徹、田中惟介、
畠平剛志、藤井敬子、丸尾欽造、
宮本桂子、望月 強、芳澤伸之、
横田憲子、
メネット 伊藤玲子、大藪暢子、初田真佐子、
丸尾初子、望月治子、
ビジター 松岡虔一(大阪サウス)
今井利子（大阪なかのしま）
栢本佐貴子（正野忠之フィアンセ）
以上 24 名
《 例会報告 》
今期最後の例会は田中メンの司会で、大谷会長の一
年間へのねぎらいのことばで始まった。大谷会長恒例
の「みなさん！お元気ですか、
、
、
」の呼びかけで開会点
鐘。ワイズソング、聖句朗読、ゲストビジター紹介、
とつづいてく、
、
、
【会長の時間】
●土佐堀クラブの東日本大震災チャリティコンサート
の成果、泉北クラブ猪瀬ワイズの希望が丘でのチャリ
ティ奉仕の成果などのこと●正野メンのハッピーニュ
ース、本日出席の栢本佐貴子さんとの結婚式が 7 月 24
日(日)に決定。わがクラブの祝事としてみんなで祝福
したい。(拍手喝采)● 第 14 回西日本区大会の報告。
古都京都らしい雰囲気の中９００名を超える参加者で
バナーセレモニーや次期理事交代式など内容豊かであ
った。河内クラブから１３名が参加。わがクラブ準会
員ともいえる今井利子ワイズが最高栄誉である「最優
秀ワイズメン賞」をうけられた。●河内クラブは、①
BC 締結優秀賞、 ②CS・TOF・FF トリプル献金達成賞、
③Y サ・ユース事業優秀賞、④Ｙサ・ユース献金 100％
達成賞、⑤BF ポイント 100％達成賞を獲得した。
【インフォメーション】
▼岩坂・済州クラブから預かった東日本大震災に対す
る救援金（10 万円）は、東大阪市の社会福祉協議会や
教育委員会と協働して取り組んでいる東ＹＭＣＡサン
シャイン計画（東日本大震災避難家族への支援活動）
に捧げることを提案。尾北館長よりその内容について
説明があり、全員賛同で、大谷会長より尾北館長に手
交された。▼佐古・小阪教会でのコンサート（別紙案
内）へのお誘い。▼杉村・６月２６日の大掃除デーの
ご奉仕をよろしく。▼伊藤・会長から紹介があった通
り、正野忠之メンと栢本佐貴子さんが、松岡虔一司祭

大谷美佐子会長（右）から尾北昇東ＹＭＣＡ館長（中央）に
済州クラブからの震災支援金が渡されました。左は岩坂団長

【事業委員長の活動報告】
▽地域奉仕・芳澤伸之
目標として、①車椅子の清掃、②桃の里幼稚園の草
刈り、③ティンカーベルの旅行のお手伝い、④ＣＳの
新事業の開発の４事業を掲げ、特に①②は地域高校生
約２０人のボランティアの協力もあって成果をあげた
が、③④については不十分であった。
▽ファンド・宮本桂子
西日本区大会での表彰も受けたとおり３種類の募金
とも 100％を達成できて感謝です。切手もすでに 1Kg
を超えて次期に引き継ぐことが出来ます。
▽交流・岩坂正雄
IBC の方はロシアのオゼルキクラブとの締結、済州ク
ラブ 30 周年記念会への参加が今期の大きな事業でし
たが、国内の DBC はまだ実現していません。次期への
課題。
▽広報・伊藤圭介
英文ホームページも充実してきて内外からの反応も
大きくなってきた。
▽メネット・大藪暢子
日常的な奉仕と連帯の力で長崎への平和ペンギン折
り紙、アームバンドの作製（クラブ 35 周年や済州クラ
ブ訪問時に贈呈）などに成果をあげました。松岡ワイ
ズから平和ペンギン作製への謝話があった。
▽Ｙサ・ユース・正野忠之
リーダー支援に重点を置き、全国研修、ミヤンマー
への派遣などに協力した。募金 100％達成に感謝しま
す。
▽ブリテン・田中惟介
2 年半に亘る担当中、ご協力に感謝。次期は丸尾メ
ンに引き継がれます。
【済州クラブ訪問報告】
■丸尾欽造メンより別紙「報告書」の紹介があり、

大阪かわちわいずめんずくらぶ
記念大会、関連プログラム、見学ツアーなど、プログ
ラム内容と豊富な写真によるくわしい報告がなされた。
特に、記念大会の理念、ワイズ運動の目的を基本に意
識された企画力、実行力の高さにまで言及され、学ぶ
べき点を認識させられた。また、壁面には多くのスナ
ップ写真が掲示された。
■田中メンより会計について、
済州クラブのあたたかい配慮と見学先での高齢者優遇
策などでゆとりのある処理ができた。■岩坂メン、望
月 メンからも所感がのべられた。
最後に誕生祝い、ニコニコアワーがあって定刻に大谷
会長最後のお仕事、閉会点鐘をもって今期最終例会を
閉じた。

正野忠之メンと栢本佐貴子さん （6 月例会で）

***************************************************************
６月役員会・議事録
書記：芳澤伸之
6 月 23 日(木) 19：00〜
出席者：横田、大谷、望月、芳澤、藤井、田中、中野、
佐古、伊藤、宮本、加藤、丸尾、杉村
（Ａ）班担当 ：宮本班長、芳澤、望月、伊藤、岩坂、
加藤、山内
ゲスト：阪和部部長・書記・会計・事務局・主査
「 松本三枝子阪和部部長公式訪問・大阪河内
クラブ会長及び役員交代式」
７月例会役割分担
司
会 望月 強君
聖句朗読 加藤寿枝君
食事手配 伊藤圭介君
食前感謝 岩坂正雄 君
ニコニコ 加藤寿枝君＆ 芳澤伸之君
受 付 芳澤伸之君
会計 田中・藤井 君
音楽担当・会計兼任
８月号ブリテン原稿
７月例会報告
宮本桂子
君
７月例会にこにこテープ起し 加藤寿枝 君
７月 役員会報告
芳澤伸之
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
巻頭言
丸尾欽造
君
原稿締切は ７月３１日です
《審議事項》
１．７月例会 Ａ班（宮本班長・芳澤・望月・
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伊藤・岩坂・加藤・山内） 宮本班長
※宮本班長を中心とする。
２. ８月納涼例会に関して
８月末に大阪ＹＭＣＡリーダーは東日本大災
害へのボランティア支援で不在となるため例
年の納涼例会に出席できないという連絡あり。
リーダーのための８月例会をどう持つか。
※大阪河内クラブの納涼例会は例年通り 8
月 28 日開催の意向。
３. ３７期予算案に関して （田中会計）
※予算案の中で、減額せざるを得ない状況
下にある。
４. 大阪ＹＭＣＡ 「安全の日」支援金の件 例年
３万円 （横田会長）
※例年通り 3 万円の支援を決定する。ま
た個人献金も要請する。
５. 東日本大震災支援のため チャリティーコンサ
ートとチャリティーショップに関して
（横田会長）
※チャリティーコンサートはプロジェクト
チームを結成する。チャリティーショッ
プは、7 月２３日の「なごみ」からスタ
ートしてみる。
（東北地方の物産販売
と割安の商品の販売を試みる）
６. 地域奉仕・環境事業活動として新しい提案
（横田会長）
※ＮＰＯ法人「輪」の遠足の補助をするこ
と決定。(１０月予定）
７.
その他
※７月例会にて募金袋を回して献金をお願
いする。
《報告事項》
1. ジャガイモ・かぼちゃ購入変更の件途中経過
※価額と数量を再検討する。早めの交渉が
必要である。
2. チャリティーラン打ち合わせ報告
６月１７日（金）土佐堀Ｙにて
３. 新旧阪和部評議会報告 ６月１８日（土）南Ｙ
《連絡事項》
1. 東ＹＭＣＡ大掃除 ６月２６日[日]
１０：００〜１２：００
2, 阪和部部会
９月２３日[金・祝日]
以上
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大阪かわちわいずめんずくらぶ
第 14 回・西日本区大会報告
報告： 丸尾欽造

「東日本大震災」復興に向けて
ワイズダムの活動活発
京都パレスクラブ
震災支援に
個人・クラブで多額の献金活動！！
「最優秀クラブ賞」を受賞
期 日：２０１１年６月１１日（土 ）〜１２日(日)
会 場：ウエスティン都ホテル
京都市国際交流会館
天 候：曇り一時雨
参加者数：９６０名
登録費：１６０００円（メン・メネット）
クラブ参加者：伊藤圭介、伊藤玲子、大谷美佐子、
佐古至弘、正野忠之、杉村 徹、田中
惟介、丸尾欽造、丸尾初子、望月 強、
望月治子、横田憲子、芳澤伸之
以上１３名。
「第１部・オープニング」
▼各部長に導かれた各クラブ会長によるバナー入場か
ら始まる。
「瑞穂の間 」
、左右大壁面に掲揚されたクラ
ブバナーが小さく見える。斬新かつ丁寧な企画で、バ
ナーセレモニーは一時間を超えた。
「第２部・西日本区アワー」
▼丁度 3 ヶ月前の「東日本大震災」が発生した時刻が
近付く頃、各氏の挨拶が続く。被災地の人々のがんば
る姿に押されて取り組んだ「大会」と、仁科保雄理事
のスピーチにあり、
「この大会を通して何ができるかを
考えてゆきたい。
今こそワイズの真価を問われている」
と、述べられた。祝辞に立たれた山田啓二京都府知事
（代理・副知事）
、門川大作京都市長、島田茂日本ＹＭ
ＣＡ同盟総主事、藤井寛敏国際会長、松田俊彦東日本
区理事の各氏は、ことごとく「東日本大震災」への思
いと果たさなければならない使命と感謝について語ら
れたのは、この大会の特徴的なものとして特に印象が
強い。
藤井寛敏国際会長が、
「Once More We Stand」と、新
たな針路設計を示唆された。国際の今後の動向を注目
されたい。
▼メモリアル。
資料には１３名がご紹介されていたが、
大会直前に２名の方がご逝去された。惜しい逸材の方
ばかりで惜別の念に堪えない。阪和部では、山下孝生
（奈良）
が享年５２歳で 1 月１９日、
召天されている。
▼坂本智阪和部部長は、報告の中で「河内クラブがロ
シアとのＩＢＣ締結」を織り込んで下さった。事業主
任報告は、十分とは言えない限られた時間で、スライ
ドを中心に急ぎ足での報告と表彰に関するものだった。
部長報告も含め、いくつかの興味あるメッセージがあ
ったが、
刷り物がない限り、
内容の把握は至難である。
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奈良傳賞に林秀彦ワイズ（奈良クラブ）
最優秀ワイズメン賞に今井利子ワイズ（なかのしま）
▼奈良傳賞には、林秀彦ワイズ（奈良）が授賞された。
氏の長年に亘るＹＭＣＡ、ワイズダムへの功績はもと
より、奈良県歯科医師会長として地域での献身はすで
に紫綬褒章を授受されている。一年間を通して秀逸な
お働きのクラブ・個人に対して表彰では、最優秀クラ
ブ賞として、
京都パレスクラブが 1500 万円の震災支援
金活動などで、また、最優秀ワイズメン賞には、今井
利子ワイズ(大阪なかのしま）が表彰されました。特に
今井ワイズは会友的存在です。学ぶべき指針となりま
しょう。

壇上に立つ大谷美佐子会長の勇姿

▼いくつかのクラブの IBC・DBC 締結式が披露さ
れた。
「西連合」と言われる６クラブからなる DBC のパワ
ーは圧巻と云うべきか。
河内クラブは DBC 未締結だ
が、
東北支援を込めて希望を定めることができれば
と、心に問いかけた。

理事引継ぎ
仁科保雄ワイズから浅岡徹夫ワイズへ
▼仁科保雄理事から、浅岡徹夫(近江八幡)ワイズへ
理事が引き継がれた。
厳粛なセレモニーはこれから
向かう一年間のワイズ魂を引き締める。
壇上にも緊
張感が漂っていたが、
世代交代が密やかに果たせて
いるように思えた。
韓国区が韓国地域へと羽ばたい
た。
アジア地域に占める日本の構成比率は７０％に
なる。新たなる方向に向けて、浅岡理事の導きに大
いに期待し、
ワイズメン一人ひとりが使命を果たす
約束の場であったと思う。
「生きがいを感じるクラ
ブ作り、仲間を作る喜びを通じて、社会から受け入
れられるクラブに」のメッセージが印象に残った。
▼今回、杉村徹・連絡主事が参加され、主事連絡会
にも参加された。ワイズ活動が何を目指し、何をし
ようとしているか、身近に感じ、考える時間になっ
たのではと思う。
▼大阪河内クラブの受賞は、次の通りである。

大阪かわちわいずめんずくらぶ 2011 年
・Y サ・ユース事業 ・ 優秀賞
第７号議案
・Y サ・ユース事業・ 献金 100％達成賞
・CS・TOF・FF 献金トリプル達成賞
第８号議案
・BF ポイント 100％達成賞
・交流事業・優秀賞（BC 締結）クラブ
第９号議案
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保雄、2013/2014 仁科保雄、浅岡徹夫）
「2011/2012 年度西日本区役員を承認す
る件」
「2011/2012 年度西日本区理事方針を承
認する件」
「2011/2012 年度西日本区会計予算案を
承認する件」
第 10 号議案 「第１６回西日本区大会のホストクラブ
および開催地を承認する件」
（ホスト：四日市クラブ・名古屋クラ
ブ、コホスト：津・名古屋東海・名
古屋南山・名古屋プラザ・名古屋グ
ランパス）
（開催地：ホテル花水木・
三重県桑名市長島町）
以上、全議案は意義なく承認された。

仁科理事夫妻と記念撮影の河内クラブ

代議員会会場 （京都市国際交流会館）

「最優秀ワイズメン賞」受賞の今井利子さん

西日本区 2010/2011 年次議員会・報告
2010/2011 クラブ書記：丸尾欽造
西日本区代議員会は、区の唯一の立法機関です。今
年度の代議員会は、６月１１日、京都市国際交流会館で
開催されました。代議員として大谷美佐子会長が出席さ
れました。審議された議案は次の通りです。
第 1 号議案 「2010/2011 年度西日本区一般年次報告
ならびに行政監事報告を承認する件」
第２号議案 「2009/2010 年度西日本区決算報告なら
びに監事報告を承認する件」
第３号議案 「2010/2011 年度西日本区会計中間報告
ならびに中間監査を承認する件」
第４号議案 「2011/2012 年度西日本区理事を承認す
る件」 （浅岡徹夫・近江八幡）
第５号議案 「2011/2012 年度西日本区次期理事を選
出する件」 (成瀬晃三・名古屋)
第６号議案 「2011/2012 年度次々期理事候補者およ
び監事指名の件」
（次々期理事候補者：高瀬稔彦・岩国
南、監事 2012/2013 鈴木誠也、仁科

[第１４回西日本区メネットアワーに参加して]
ウエスティン都ホテル京都内、コスモスホール 2011
年 6 月 1１日 土曜日 11:00‑13:00
メンも含めて１４７名の参加者があり京都部のメネッ
トさんの艶やかなお着物で一段と華やいだ大会となり
ました。久しぶりにお会いするメネットの皆さんとお
話あいをするのも楽しみの一つでした。坂本千春メネ
ット主任より今年度の事業報告があり支援先の乳児院、
豊島神愛館長にピンク色の軽乗用車1台と現金90万円
が贈呈されました。又、東日本大震災への寄付金５０
万円も YMCA を通じて災害地へ届けられます。
各地のメ
ネットさんの力の結集が大きなお働きとなりましたこ
とは感謝です。
河内クラブからの出席者：丸尾、望月、伊藤各メネッ
ト。田中、望月各メン。
（記録：伊藤 玲子）

西日本区強調月間 ―― 7 月――

[ Kick - off ・ EMC –C ]
メンバー一人一人の小さな一歩は、クラブの大きな
一歩となるでしょう。新しい自分の為、未来のクラ
ブの為、まず一歩踏み出しましょう！！
大岩英人 EMC 事業主任
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阪和部・新旧評議会・報告
第４回評議会
Ｙサ・ユース事業主査 正野忠之

新旧・阪和部役員交代式

6 月 18 日（土）南ＹＭＣＡの４Ｆホールにおいて、
第４回阪和部評議会が開催され、坂本部長による開会
点鐘、挨拶に引き続き、会長、主査、連絡主事と報告
が行われました。河内クラブでは、大谷会長が所用で
報告時に間に合いませんでしたので、丸尾書記が代わ
りに、そして私がＹサ・ユース事業主査として報告を
しました。各会長、主査のみなさんは最後ということ
で、それぞれの思いを胸に話されていたように思いま
す。その後、協議事項へと移り、まず前回の評議会議
事録の承認、
仮決算として今年度の会計報告が行われ、
続いて私がＹサ・ユース事業主査として提出しました
議案書が協議されました。台湾で開催されるユースコ
ンボケーションへのリーダー支援が議案内容で、私の
横にはそのリーダー、久保陽子さん（奈良ＹＭＣＡ）
が同席し、二人で支援をお願いしました。結果、阪和
部として５万円を支援金として拠出することが決まり
ました。その後、ＢＦデリゲートでインドからの来日
に伴う阪和部への協力要請についてホームページ（Ｈ
Ｐ）委員会のインフォメーションがありました。ＨＰ
委員会には望月ワイズが長く関わっていただいていま
したが、新年度より畠平ワイズが委員長となることが
決まりました。そして、ＹＭＣＡの歌、閉会点鐘と続
き、2010‑2011 年度坂本阪和部長期として、すべての
行事が終了しました。
最後になりましたが、Ｙサ・ユース主査として２年
間、活動をさせていただきました。河内クラブのみな
さんにご支援いただいてやれたことだと思います。本
当にありがとうございました。
********************************************
７月例会メネット会へのお誘い
ペンギンの完成品とホッチキスをご持参下さい
2011 年７月２１日、例会当日 木曜日 ３：３０― サ
ンホーム ６F ペンギン折り完成と２０１１年度のメ
ネット会の今後のありかたを話し合いましょう。
メネット事業主任、大沢さん（熊本東）の主題は「若
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者に夢と希望を！」メネットの愛で豊かな心を、と題
して東日本大震災で被災された方たち、特に子供たち
の支援の為に派遣される西日本区 YMCA ボランティア
ーリーダーの支援活動をお願いしたいと言う事です。
河内クラブとしての協力をどのようにしたらいいか、
皆さんと意見を交換して前向きに協力していければい
いと思います。今年度、メネット会長を務めます伊藤
です。宜しくお願いします。
5 月 28 日(土 )開催された
「2011 年大阪ＹＭＣＡ会員
大会」におきまして、東
ＹＭＣＡに所属されている 大西清也様が永年継
続会員表彰で、10 年継続会員として表彰されまし
た。平素のご奉仕に感謝と敬意を表し、ご紹介い
たします。写真中央が大西清也様です

***********************************************
正野忠之君 栢本佐貴子様 結婚式 打ち合わせ
***********************************************
出席者：松岡 虔一先生 横田 憲子次期会長、岩坂
正雄、尾北 昇、伊藤 圭介、正野 忠之、以上 河
内クラブの皆さん。栢本 佐貴子様（婚約者）
河内クラブ例会日、16 日 5 時からサンホームロビー
で打ち合わせをしました。
記
日時：7 月 24 日、日曜日 4 時‑6 時。挙式は４時‑４
時２０分 お祝いの会 ４時半―６時
場所：サンホーム
会費：２，０００円
当日はアルコールが出ますのでお含み下さい。
服装：クールビズ。尚、出席者のお名前は例会で頂き
ましたが、当日欠席された方で出席をされる方は伊藤
までメール、ＦＡＸ 又は電話でお申し込みを宜しく
お願いします。出席者名簿の作成上７月１０日までに
宜しくお願いします。尚、それぞれの役割分担は、横
田憲子会長（２０１１年７月１日から）から依頼が皆
さんにありますのでその節は宜しくお願いします。河
内クラブの出席者の皆さんは当日２時にお集まり頂く
ようにお願いします。
世話人 伊藤 圭介
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６月例会ニコニコ語録集
取材：畠平剛志
▼丸尾欽造さん
１年間書記をさせていただきました。十分な役目を果
たせなかったなぁと思っていますが、皆様に支えてい
ただき、１年終える事が出来ました。ありがとう。
▼芳澤伸之さん
今日は４つおめでたいことを申し上げたい。
まず１つ、
大谷会長、重責を全うされて１年間ご苦労様でした。
２つめ、正野先輩、おめでとう。３つめ、連絡主事が
仰っておられた宝くじ１０００円３０００円１０００
円と３回連続あたりました！４つめ、二人の娘のうち
下の娘が学校卒業して就職し、はじめての給料で父の
日のプレゼントとしてこのネクタイをもらいました。
（会場喝采）
▼尾北 昇さん
大谷会長、ご苦労様でした！早いものですね！この間
はじまったと思ったのにもう１年ですね。
▼岩坂正雄さん
この１年間大谷会長の「元気ですか？」に励まされて
1 年間元気に過ごしてきました。ありがとうございま
した。
▼新本英二さん
チェジュクラブの現在の会長は宋さん。バス旅行でい
つも世話してくれた若い人が新しい金さん。お二方と
も韓国人の中では風貌のある方で、芯のある方です。
どちらの方も日本語はそれほどではありませんが、日
本の事を理解してくれています。会長の宋さんの奥さ
んも祝賀会の宴席に来られていましたが、日本語がお
わかりになる。そういう方々で、新しいチーム編成が
出来ているので、今後が楽しみです。
▼佐古至弘さん
大谷会長１年間ご苦労様でした。今年度の河内ワイズ
は行事が多く大変だったと思います。メネットの誕生
日を祝っていただきましたが、大谷会長さんの間に連
れて来れませんでした。皆様祈っていただければと思
います。
▼正野忠之さん
大谷会長お疲れさまでした！大谷会長は１年半ぐらい
会長をやっておられるように思えるほどタフな会長だ
なと思いました。私事ですが、今、芳沢さんから声を
かけていただきましたが、
結婚すると言うと
「なんで？
自由でいたらええやん」
と言われる事が多いのですが、
ワイズにいて「夫婦ってのはええんやろなぁ」という
のが染み付いたんだと思います。ずっとそういう目で
見ていただいて、気がついたら結婚する事になったん
かなぁと、そういう言葉をそのまま芳沢さんに・・・
ね？芳沢さん。
（会場爆笑）
松岡先生の前で二人でできたらいいのにね、と言って
いたのが本当に松岡さんの前でしていただけるのが夢
のようです。松岡先生に厳しく「誓いは守れよ」と言
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われているので、７／２４に誓いたいと思います。皆
さん本当にありがとうございます。
▼大阪なかのしまクラブ今井利子さん
大谷さん、１年間、卒業おめでとうございました。
私は３５年前に日本区ではじめて長野クラブで女性会
員になり、１５年前はじめて女性会長となり、今回こ
んな面映いような賞を頂きました。これは私だけの賞
ではないと思います。皆様に支えていただいたおかげ
です。これからもよろしくお願いいたします、ありが
とうございました。
▼サウスクラブ松岡虔一さん
この１年間は大谷会長の笑顔に接するのを楽しみに例
会に伺わせていただいた１年でした。
７月からは横田会長の笑顔を楽しみに来たいと思いま
す。横田さんは２回目の会長だと思うのですが、是非
とも私の元気なうちに大谷さんにもう一回ぜひとも会
長をやっていただいて、阪和部長さんか西日本区理事
かやっていただけると生き甲斐がもの凄く出てきます。
▼田中惟介さん
チェジュ訪問団会計として、８４０円、ウォンに換算
すると１１１００ウォンになります！これをニコニコ
ファンドに寄付します。ブリテンで皆さんの写真を撮
って回った事が走馬灯のように回っております。セイ
セイしました！（笑）こからは丸尾さんよろしくおね
がいします。
▼会長・大谷美佐子さん
ともすると私は車で言うと暴走族で、暴走しそうな所
を皆さんに引き止めていただいたりとか・・・６０す
ぎましていろんな所を勉強させていただいて、私自身
成長したように感じます。やはり何歳になっても日々
の成長というのはあるものなんですね。感謝したいの
は例会が８時半に終わるように皆さん努力していただ
いていることです。ありがとうございました。
▼宮本桂子さん
大谷会長１年間お疲れさまでした。大谷さんらしい、
やさしくて、楽しくて、あたたかな１年だったと思い
ます。次の横田会長もとても楽しみにしています。
▼加藤寿枝さん
大谷会長１年間お疲れさまでした。１年早いですね。
正野さんおめでとうございます。お幸せなのか、正面
から見ると若干ぽっちゃりしはったなぁと思えます。
これからもどうぞお幸わせに。
▼畠平剛志さん
大谷会長さんに誘っていただいてワイズに入らせてい
ただきました。いわば母のような方です。本当にあり
がとうございました。今後ともよろしくお願いいたし
ます。正野さんは兄のような方です。どうぞお幸せに
なってください。
▼伊藤圭介さん
カメラで写していると、大谷さんは２０年ぐらい若返
ったと思います。今度、部長やって理事やられたら乙
女になられるのでは？若々しく元気で、私ももうすぐ
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８０ですが、若返って元気をもらいたいと思います。
ありがとうございました。
▼杉村徹さん
大谷会長お疲れさまでした。いつもやさしく声をかけ
ていただいて感謝しております。西日本区大会に参加
させていただき、感謝しております。いい経験をしま
した。
▼伊藤玲子メネットさん
大谷さんお疲れさまでした。この１年は色々な行事が
あって大変だった思いますが、すぐに過ぎてしまった
ような気もします。もっとやって欲しかったと思うん
ですけど。今日はお誕生日のお祝いありがとうござい
ました。後期高齢者に足を踏み入れて感慨無量です。
この世に生まれさしてくれた両親に感謝、メネットと
してこの場に参加させていただいて感激、
感無量です。
今井さんは晴れ舞台でワイズメンとして最高の賞をい
ただかれて心からお祝い申し上げます。
▼初田真佐子メネットさん
大谷さん、会長さんはじめ役員の皆様１年間ありがと
うございました。正野さんはワイズは夫婦といわれて
いますが、私は一体どうしたら？（会場爆笑）
▼丸尾初子メネットさん
大谷さんありがとうございました。大藪メネット会長
も出にくい所でていただいて、美味しい所も色々と連
れて行ってくださって、楽しい１年間でした。本当に
ありがとうございました。伊藤さんにもお世話になる
と思いますが、１年間よろしくお願いいたします。
▼望月治子メネットさん
メネット会でお世話になりありがとうございました。
大藪さんありがとうございました。伊藤メネットさん
よろしくお願いします。
▼藤井敬子さん
１年間大谷さんとお見合いの状態で座らせていただき
ました。若さも頂きましたし、メールで色々やり取り
もさせた頂きまして、３月に震災が起きたとき最後に
嫌な事が起きましたねとメールしあった事が思い出さ
れます。この１年は何も無い事を願って横田さんに引
き継いでいただきたいと思います。
▼望月 強さん
自分の事ですが、この１年色々とありました。色々と
勝手にやっていましたし、会社ではもっとひどく振る
舞っていました。そういうことをふまえて、７２にな
ったし懺悔です。事業を引っ張って行くのを最も害す
るものは「青年の過失ではなくて老人の跋扈である」
という住友財閥の方の言葉を胸に、おとなしくやりた
いと思います。
▼横田憲子さん
ワイズメンズクラブの会長というのは駅伝のランナー
のようなもので、大谷会長１年間ご苦労様でした。来
期は逃げも隠れもできない、皆さん１年間よろしくお
願いいたします。
▼大藪暢子メネットさん
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大谷さん色々ありましたが、ご辛抱いただきありがと
うございました。皆様見守っていただき、ありがとう
ございました。寛容な心で笑って、次にまわしてくだ
さい。
☆ニコニコ献金・２１９４０円でした。感謝☆
会 員 数
（広義・メネット会員）
会員出席者
メイクアップ
6 月の出席率
ゲスト・ビジター
メネット・コメット
例会出席者数
役員会出席者数
6 月 延べ 出 席 者
ニコニコファンド 6 月
同
前期総合計
2011.
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２１名
１名
１６名
１名
80.9%
３名
５名
２４名
１３名
３８名
21,940 円
171,316 円

AUGUST

スケジュール

７月 ３日(日) ・レインボー
六甲へ
７月 ８日(金) ・ブリテン発送
16：00 サンホーム６階
・阪和部 EMC 推進委員会
大阪南ＹＭＣＡ
７月１０日(日) ・半年報締め切り日
７月２１日(木) ・クラブ例会
18:30 サンホーム ６階
７月２４日(日) ・正野忠之君・栢本佐貴子さん
結婚式 於：サンホーム
16:00〜18:00 会費：￥2000
問合せ・伊藤圭介君まで
７月２８日(木) ・クラブ役員会
19：00〜サンホーム ６階
８月 ４日(木) ・ブリテン発送
16：00〜サンホーム ６階
８月 ５日(金) ・アジアエリア大会
７日(日)
々
台湾・宣蘭にて
８月２８日(日) ・納涼例会 【詳細は次号】
・中部部会 名鉄Ｇホテル

Happy
7 月 12 日
7 月 21 日
7 月 27 日

Birthday

初田真佐子さん （蟹 座）
新本 力子さん （蟹 座）
横田 憲子さん （獅子座 ）

ブリテン編集委員会より
今月掲載できなかった寄稿や情報は来月報で掲載さ
せていただきますのでご了承くださいますようお願
いいたします。酷暑の砌、ご自愛ください。

