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2021～2022 年度
主題＆スローガン

▼大阪河内クラブ 会長 横田憲子 主題：“つながる つなげる未来へ”
副題；“身近なところから 気候変動防止を見つけよう”
▼阪和部部長 大谷 茂（和歌山紀の川）主題：阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を
▼西日本区理事 新山兼司（京都トップス）主題：Challenges for future 未来への挑戦
副題：羽ばたこう！ 2022 年ワイズ 100 周年に向かって！
▼アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート）OHNO Ben Tsutomu (JWR)
主題：
“Make a difference beyond the 100th ” 「100 年を超えて変革しよう」
スローガン： “Be healthy !” 「健康第一！」
▼国際会長 Kim Sang-chae (Korea) キム・サンチェ （韓国）
主題： “Y’s Men with the World” 「世界とともにワイズメン」
スローガン：
“Heal the World with Love & Dignity” 「愛と尊厳で世界を癒そう」

メネット会に思う

大薮 暢子
今期、メネット連絡員とな
りました。
メネット会の担当としては
初めてのことゆえ皆様のご
指導を仰ぐばかりです。
前期のそして最後のメネッ
ト会長・望月メネットはコロナ禍で、なかなか対面
例会がもてない折、若江岩田のリージョンセンター
希来里で恵美奈メン＆メネットをお迎えして演奏会
を開催できて本当に楽しい夕べとなりました。設営
等々お疲れだったとお察しします。
今後メネット会はなくても残務をみんなで整理し
ていきたいと思っています。今やメネット会員も数
えるほどとなり、言われるがまま、
「ハイ！ハイ！」
と右往左往していた日々が懐かしく想いだされま
す。先日、緊急提言としてグレタ・トウーンベリの
「気候変動の最前線をゆく」をテレビで観るにあた
り、多分理解できにくいであろうとビデオに録って
おきました。今、一時停止・早送りを繰り返しつつ、
彼女のおもい！ 私たちは何を学べるかと考えま
す。自閉症として辛いなか、世界を跳びまわってい
る姿に心打たれます。化石燃料を多く使う便利な飛
行機ではなく、何日もかけて大西洋を横断したりし
ます。行動をほぼすべて変えていく必要があり、短
距離走ではなくマラソンであると！長く続けること
こそ大切であると、言っています。全ての人々の力
が必要です。何をすれば良いのか分かっているので
す、出来なくなるまで続いているのです。これがグ
レタが観衆の心をつかんだ言葉です。そして世界の
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今月の聖句 コリントの信徒への第 1 の手紙
9 章 26 節
「だから、わたしとしては、やみくもに走ったり
しないし、空を打つような拳闘もしません」
ワイズ運動の原点に立って、会長の示す年
度方針と活動目標をしっかり認識し、効率
の良いクラブ運営を心がけましょう

9 月強調月間

ＥＭＣ ＹＥＳ

・2022 年ワイズメンズクラブ創立 100 周年に向かっ
て、目標 300 名の会員増強を目指しましょう。YES 献
金への理解を求め、献金目標達成を目指しましょう。
山口 雅也 ＥＭＣ事業主任 （京都キャピタル）
●

【 9 月例会プログラム 】

●

日時 9 月 16 日（木）18：30～20：00
会場
ＬＩＮＥによる オンライン

●

司
会
大薮 暢子
開会点鐘
会長 横 田 憲 子
ワイズソング
一
同
聖句拝読
望月 治子
ゲスト・ビジター紹介
司会 者
東大阪市のコロナ現況
中西 進泰
インフォーメーション
誕生日お祝い
該当 の 方
ニコニコ アワー
一
同
YMCA の歌
一
同
閉会の辞
副会長 宮 本 桂 子

●

リーダーたちはまるで子供のように振る舞っている。
だから私たちが大人にならなければいけません！と。
私たちメネットも出来ること、少しずつ以前のように
奉仕できればと思います。

大阪河内ワイズメンズクラブ
8 月例会報告
・大谷茂部長の公式訪問をいただく・
・会場と自宅を結ぶハイブリット方式・
報告： 丸尾欽造
開催日時：2021 年 8 月 19 日(木)18：00～19：20
会 場 ：大阪南 YMCA 1 階多目的室
例会方式：ハイブリッド方式（南Ｙ⇔ LINE）
出席者 ：大谷茂（部長）東雅子（部書記）金城清輝
（部会計）坂本智（部事務局長）正野忠之
（次期部長）鉄谷明（Ｙサ主査）福田智也
（ＥＭＣ主査）寺岡博也・吉田全孝・吉田
芳子（大阪サウス）今井利子（大阪なか
のしま）以上ビジター11 名
河内：望月 強、丸尾欽造、大薮暢子、望月治
子（以上会場 4 名）
、横田憲子、宮本桂
子、大塚由実、丸尾初子（以上リモート
4 名） 河内計 8 名
合計 19 名
▼会員の出席効率を高めるために会場とＬＩＮE を結
ぶハイブリッド方式にトライでした。緊急事態宣言延
長が決まり、一方では線状降水帯が列島に居座ってい
るそんな中で、和歌山から遥々大谷部長キャビネット
の公式訪問を迎える準備に、直前までオンラインミー
テイングを重ね、気象情報のチェックに務めた。
▼ご出席くださった方々のお手伝いもあって、オンラ
イン器材のセットアップも早々と整い、定刻 30 分前
に登録者全員が揃ったところで早めの開会点鐘。
▼司会は、特別メネットの大薮さん。画像の向こう側
で横田会長が開会宣言。ワイズソングを斉唱し、聖句
拝読に進むところで、司会者の音声がライン側で聴き
取れていないとアピールがあり、司会者にご負担のか
かる中で、ビジターご紹介を進めていただいた。
▼阪和部大谷部長によるメッセージでは、主題に触れ
られ、子育て世代の青年層をワイズに迎える我々の姿
勢を「阪和部はひとつ」という全体の想いの中でつな
げて行ければと、クラブの繋がりの強化をアピールさ
れ、
「部長輪番制」の環境ではない今、若い世代層に
部長を継承していくためには、部ぐるみで育成に当た
らなければならないとするヴィジョンを示されたと
感じた。そのためには、主査による部主催プログラム

２
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等についても主査の考えを尊重しながら、発想を変え
て取り組んで行く必要性を述べられた。主題の中に提
唱されている「発想を変えてワイズ活動を」のターゲ
ットの先には若者が浮かび上がってくる。いずれの事
業活動についても今後の取り組みが期待されるので
はないか。主題は、シンプルで難解な文字もありませ
んが、深い想いに気付いた一瞬だった。ズームやライ
ンを使ったコミュニケーション利用もアピールされ
た。それぞれのクラブに繋がるＹＭＣＡとの関係性に
おいては個々の状況の中で適切な取り組みをされ、Ｓ
ＤＧｓなど諸事業活動を奨励された。ＥＭＣでは、新
山区理事は目標 300 人の増強を目指されていて、部と
しても福田主査のもと、入会し易い環境を築いていけ
ればと締めくくられた。
▼会長交代式。望月強直前会長及び横田今期会長は

それぞれ会場とリモートに別れての登壇。大谷部長か
ら直前会長へは一年間の労いと感謝の言葉が、今期会
長へはコロナ禍の中にあってクラブ運営の困難もあ
るが皆さんの活動が祝福されるようにとの意を持っ
て司式を務めていただいた。
▼横田会長から、今期の方針についてメッセージがあ
り、ＳＤＧs「目標１３ 気候変動に具体的な対策を」
に焦点を当て、すでに取組みされている大阪ＹＭＣＡ
やリーダー 会と接点を持って、
「身近なとこから 気
候変動防止を見つけよう」に取り組んで、この環境を
子供たちに何としても残してゆこうとアピールされ
た。
▼鉄谷Ｙサ･ユース主査からは、それぞれのＹＭＣＡ
との関わりと理解を深めるように、福田ＥＭＣ主査か
らはＥＭＣへの関心を深め、会員増強へのアピールを
いただいた。
▼今回の例会が大阪南ＹＭＣＡで開催するにあたっ
て、横田会長の思いを受け止めてアレンジ下さった吉
田全孝様はじめ、大阪サウスクラブの方々の周到なサ
ポートがなければこのような例会は実現しなかった
と言えます。また、部長キャビネットの皆様をはじめ、
花を添えてご参加くださったビジターの皆さまの温
かさが、和やかな例会となりましたことに感謝いたし
ます。感染症予防のために晩餐の準備を控えさせてい
ただきましたことをお許しください。
以上

大阪河内ワイズメンズクラブ
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第３回 役員会報告
書記 丸尾欽造
開催日時：2021 年 8 月 26 日（木）18：30～19－50
会議場：オンライン（LINE）
出席者：横田憲子、望月 強、大塚由実、丸尾欽造
【協議事項】
１．9 月例会確認
EMC YES 強調月間
日時：9 月 18 日(木)18：30～20：00
会場：オンライン
プログラム：
「東大阪市のコロナ環境」中西進泰
決算報告 及び 予算案承認
受付；望月 強 司会：大薮暢子 聖句：望月治
子
ニコニコメッセージ収録：望月 強
２.10 号ブリテン担当
巻頭言：中西進泰
例会報告：宮本桂子 役員
会報告：丸尾欽造
ＹＭＣＡ・サンホームニュ
ース：大塚由実
ウエルネスニュース：切通菜
摘
原稿締切日：9 月 25 日 提出先：丸尾欽造
ＳＤカードまたはＦＡＸで。
（当分 E メール不可）
３、十勝じゃがいも・ファンド販売
・ジャガイモ品種「農林３１号」箱入り 10kg
・販売価額 ￥2,000 / 1 箱 10 kg
・入荷日
10 月 3 日(日)
・お渡し場所
大口の方： 摂津峡駐車場にて
お引取り下さい
小口の方： 望月社オフィスへ
・注文窓口及びお問い合わせ担当
丸尾欽造
・今回はコロナ禍のため、サンホームでの集積は
いたしません。
４．大阪ＹＭＣＡチャリティーラン支援について
・東地域リーダーの参加エントリー費の支援及び
プログラム支援金として当該予算より支出す
る。
・現時点でのリーダー参加者数は４～5 名。
（尚、本プログラムの開催について、8 月 27 日、
大塚担当主事から連絡が入り、9 月 23 日に開催
準備されていたが、コロナウイルス感染症拡大
が収まりそうにないことや緊急事態宣言が延
長される可能性も考慮し、開催日程（2 月以降
を予定）の順延が決定されました。
）
【連絡事項】
・第 26 回大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 2021
花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア
開催日 2021 年 9 月 23 日（木・祝)
（後日、順延の連絡が入った）
・
「安全の日」ユースリーダー安全支援金」のお願い
３
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・中西部会 10 月 16 日(土) 14：00～
場所 大阪ＹＭＣＡ2 階
会費￥3000
講演 ＳＤＧｓ 講演 内山｣雅文 氏
（YMCA 総合研究所副所長）
・阪和部会 10 月 17 日(日) 11：00～15：00
場所
和歌山ＹＭＣＡ
会費￥5000
講演 串本ロケット基地の話し・第 2 弾」
以上
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あなたの髪を子どもさんに・・・！
まだ髪の毛が足りません
ヘアードネーション
病気や、事故で頭髪を失って苦悩する子ども
さん達に、頂いた毛髪をウイッグにして贈り、
明るい暮らしを支援する活動です。
条件は、毛染め・パーマ・白髪はだめで 31
cm 以上の毛が必要です。個人での取り組み
は簡単ではないのでお知り合いの美容師さん
や学校関係者にお願いに行きましょう。
西日本区メネット事業

ＹＭＣＡ・サンホーム ニュース
担当主事・大塚由実（施設長）
朝晩は涼しくなり、秋の気配が感じられる頃とな
りました。秋と言えば、食欲の秋、読書の秋、実
りの秋、芸術の秋、スポーツの秋、
、
、
、等、
「○○
の秋」にはいろんなものがありますね。ご自身に
あった秋の楽しみ方を見つけて下さい。
毎年皆さまには「ユースリーダー安全支援金」
のご支援を頂いております。私たちは、ユースリ
ーダーが安全をつくり出す知識と判断力を身につ
け、安全を最優先とした働きにより、子どもたち
の未来へとつながる成長の時間を大切にした活動
を行っています。ユースリーダー１人ひとりが「じ
ぶんのいのちを守り、みんなのいのちを大切にす
る」ことを学び、いのちの尊さや自分のいのちを
守る方法を知ることは、みんなのいのちを守るこ
とに繋がります。未来を築く力強い子どもたちを、
家庭、地域社会と共に育むためにも、
「ユースリー
ダー安全支援金」へのご支援をよろしくお願いい
たします。
【 募集期間 】2021 年 7 月 18 日～9 月 30 日
【 目標金額 】￥1,000,000
【支援プログラム】ユースリーダー対象の安全
研修
「ユースリーダーの日」の集い（2021 年 12 月 23
日開催予定。
・各地域リーダー会の安全研修会等
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大阪ＹＭＣＡの気候変動防止に
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阪和部 役員会議 報告

ついての取り組み
大阪ＹＭＣＡは、地球温暖化防止に向けて 13 拠点
20 施設を 2021 年 3 月末までに、順次再生可能エネル
ギー（みんな電力）に変換しました。このことにより、
二酸化炭素９６６．８トン（杉の木 69,060 本）分
の削減（削減率 56.6％）をめざすとともに、以下の取
り組みを推進してゆきます。持続可能な社会に向けて
エシカル消費を推進いたします。
●ＦＳＣ認証用紙とベジタブルインキの使用促進（再
生紙、再生時の水資源の削減）
●自動販売機、傘袋の削減・廃止によるプラ・ビニー
ルゴミ削減（マイボトルの推進）
●トレーサービリティー可能な原材料調達促進（児童
労働、フェアートレード）
●asc/ＭＳＣ認証食材の使用促進（持続可能な消費）
●ＳＲの推進
リフューズ（Refuse） 断る：ゴミななるものを断
る。
リデュース（Reduce）発生抑制：ゴミを発生させな
い。
リユース（Reuse）再使用： 繰り返し使う。
リペア（Repair）修理：修理して使う
リサイクル（Recycle）再生利用：資源として再生
利用。
※以上は、
「YMCA 大阪青年 5 月号」より、執筆者：YMCA
総合研究所副所長 内山雅文様のご承諾をいただき
抜粋させていただきました。

私たちは「SR の推進」に当たって
何をなすべきか考えてみましょう

会長 横田憲子
日時：2021 年 8 月 25 日（水）18：30～19：30
会議形式：ZOOM
出席者 ：部役員 4 名、主査・委員 7 名
会長 7 名
大谷部長よりのご挨拶で、毎月 1 回、この ZOOM
会議を行うと話された。
報告 ①ワイズ 100 周年は、2022 年 2 月 4・5 日・
②コロナ特別委員会を設けてはどうか。
③SDGｓ2022 年 1 月 12 日まで何か活動
してはどうか.
④各クラブでメネット会が小規模となり
阪和部メネット会としてはどうか。
⑤各クラブのリーフレットの現状はどう
なっているか。今後の予定は。
以上
アジア太平洋地域大会報告
AP 大野 勉
台湾、台南のみなさんのご協力により、ハイブリッ
ド地域大会を開催することができました。500 人以
上の参加者が、実際にまたはバーチャルで参加しま
した。開会式では、大会実行委員会委員長のチェン
ハン・ツァイによる歓迎の挨拶、直前アジア太平洋
会長の年次報告、キム・サンチェ国際会長によるエ
リア会長就任式、地域大会委員長のタンミン・シャ
オによる閉会式が行われました。
（国際会長ニュース 9 月号から）

ＹＭＣＡ ウエルネスニュース

まず SR とは何か。NPO や NGO を含めた組織（ワイズ
も？）活動してゆくためには、組織がおかれている社
会そのもの、組織の中、構成しているものが安定した
持続可能な状態である必要があります。SR(Social
Responsibillty):社会的責任とは、社会を構成する主
体者であり受益者であるすべての組織がもっている
責任のことです。
YMCA では、SR の推進として、
「ゴミになるものを断
りましょう」
、「ゴミを発生させないようにしましょ
う」
、
「繰り返して使いましょう」
、
「修理して使いまし
ょう」
、そして、
「使ったものを資源として利用しまし
ょう」と、提唱しています。
明日からではなく、今から SDGｓを始めるために、
私たちも、身近に出来ることから着手しましょう。
４

ウエルネス事業部 切通菜摘
いつもありがとうございます。
デルタ株の感染力が猛威をふるう日々が続いてお
りますが、ウエルネスでは昨年度は実施できなか
った宿泊でのキャンプも行い、多くの人にご参加
いただきました。
コロナ禍で我慢することも多く、子どもたちの
体験の機会が減少しています。キャンプに参加し
た子どもたちは、笑顔も多くイキイキとした表情
をしていました。
そんな素敵な笑顔に私たちスタッフ・リーダー
もさらに笑顔が広がりました。
「子どもたちの運動の機会、体験の機会を止めな
い！」ことも大切に感染拡大防止対策に努めなが
ら今後もプログラムを展開していきたいと思いま
す。

大阪河内ワイズメンズクラブ
ニ コ ニコ 語録 集
(8 月例会 から)
★大谷茂 阪和部長：
コロナ禍のために遅くなりましたが、ようやく役員交
代式を無事におえました。
★東雅子 阪和部書記：
大谷部長のお付で、部役員 4 名で河内クラブ例会に参
加しました。
★金城清輝 阪和部会計：今日は部長の鞄持ちで参り
ました。ワイズの例会に参加は久しぶりです。
▼坂本 智 :横田さん、元気なお顔が見られてよかっ
たです。今日は、久しぶりに河内クラブの例会に出席
できたたことを感謝します。
▼正野忠之 次期部長：河内ハイブリッド例会、進ん
でいるな～。
▼寺岡博也 大阪サウス：
「横田さーあーん 早く元
気になってください。
」
（大きな声でおおきなエール）
▼福田智也 ＥＭＣ主査：ラインを使ったハイブリッ
ド例会、このような例会も出来る。参考になりました。
▼今井利子 大阪なかのしま：コロナ禍で参加者を集
めハイブリッド例会を開く努力をされています。横田
会長さん今までも数々のお役をしてこられました。こ
れからも頑張ってください。
▼吉田全孝 大阪サウス：大谷部長の公式訪問、最後
の訪問ですね、お疲れ様でした。横田会長、健康回復
をお祈りいたします。
▼鉄谷 明 Ｙサ・ユース主査 ：久しぶりに河内例会
に出席しました。今から 20 年前のクラブを想いだす
と涙が出そうな気がいたします。また、２年後の河内
クラブを見て違う意味の涙が出るようにお願いしま
す。
▼吉田芳子 大阪サウス：今日はここで誕生日を祝っ
て頂きました。 来年も頂けるか判りません（？・笑
い）この秋にも静岡県に引越の予定です。コロナ禍で
大変です。
▼望月治子メネット：今日は皆さん来てくださいまし
てありがとうございます。寂しくなった河内ですが今
後ともよろしくお願いいたします。望月です。
▼丸尾欽造 : 今日はありがとうございました。今年
の高校野球の選手宣誓の言葉に、昨年かなわなかった
思いを、今年は恵まれ「高校球児のまことをみてくだ
さい」と言うメッセージがありました。このような例
会になりましたが、これが河内のマコトの姿です。こ
れからもお支えをよろしくお願いいたします。
▼望月 強：ラインを駆使してハイブリッド例会が開
催できました。南ＹＭＣＡのこの部屋に助けられまし
た。ワイフアイ環境が整いパソコンからプロジェクタ
５
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ーにコードひとつで繋がる素晴らしいものです。あり
がとうございました。
▼大藪暢子メネット：司会では、お名前を間違えたり
しましたが歳に免じてお許しください。
（まだ若いよ、
いい司会でしたと、会場からのお声が）
＊＊＊ここからライン参加の方々へ＊＊＊
▼丸尾初子メネット：ラインから失礼します。大谷部
長さんはじめ役員の紀の川クラブのみなさん、遠くか
らおいで頂き、ありがとうございました。
▼宮本桂子：自宅からです。犬が「わんわん」吠えま
した。誠に申し訳ございませんでした。
▼大塚由実 担当主事 ：会場には初めてお会いする
方もおられます、私は今年 4 月よりＹＭＣＡ特別養護
老人施設「サンホーム」異動した施設長です。社会情
勢により、できるだけ外出を避けることもあり、ライ
ン参加となりました。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
以上
（ 録音起稿
望月 強 ）
EMCEMCEMXCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMC

前期半年報に見るクラブ会員数の三極化の対比
EMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEMCEM

丸尾欽造
大阪河内は今月 9 月 29 日、47 周年目に入ります。
チャーター以来当然のように 2 桁だった会員数は 1 桁
へと割り込み、9 名となってのキックオフだった。
そんな中、届けられた前期半年報に並ぶ数字をやる
せない気持ちで見た。目を走らせているうちに自分が
抱いていたイメージとは異なる数字があることに気
付いた。思っていたより少ない会員数のクラブや 1 桁
会員数のクラブが意外と多いことなどである。
西日本区 78 クラブ、正会員数 1293 名に担当主事 74
名の 1367 名が今期の陣容としてスタートされた。
さて、それをベースにすると、クラブ平均会員数は
17.5 名となり、嘗てのグッド・スタンディング・20
には平均値で及ばず、現況の厳しさを実感した。
然らば、平均会員数を越えるクラブ数を数えてみる
と 26 クラブで、これは 33.3％になり、66.6％のクラ
ブは平均値以下の会員数であることが浮かび上がる。
ひるがえって、阪和部に目を向けると平均数を満たし
ているクラブは唯一、和歌山紀の川クラブである。
次に、会員数 10 名未満のクラブ数はと数えてみる
と 20 クラブあり、これは 25.6％となる。残る 32 クラ
ブは、10 名以上で、かつ平均数以下のクラブとなり、
全体の 41.1％である。この３区分の比率比を如何に捉
えるか、三極化の現状を知ることとなった。

大阪河内ワイズメンズクラブ
【ボランティア リーダー コーナー 】はじめまして。今年から東地域のリーダー
として新しく加わりました。福井綾音です
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9 月・10 月 大阪河内のカレンダー

子ども達からは「ととリーダー」と呼ばれてお
ります。この度はブリテンを書く機会を頂き誠に
ありがとうございます。
８月は東地域でのリーダー会はなかったのです
が、夏プログラムというものに参加しました。そ
こにはコロナ禍でお友達と思いっきり遊ぶことが
できなかったり、大勢で集まれなかったり、ずっ
とマスクをつけなければならない、と様々なスト
レスを抱えている子ども達がいました。このよう
な状況を踏まえ、感染対策をとりつつではありま
すが、少しでもコロナの日常を忘れ、この夏１番
の想い出になるようにと言う思いで活動しており
ました。また、私たちは子ども達の成長をサポー
トするため、リーダー同志何度も話し合い、どの
ように成長してほしいか、どうアプローチするか、
と言うものを決めました。すると子ども達から仲
間に協力的な行動が見られ、お友達が忘れ物をし
てたら教えて上げたり、字が苦手な子どもがいた
ら代わりに書いてあげたり、みんなが助け合い支
え合いながらこのキャンプを作り上げることが出
来たと感じております。子どもたちは勿論のこと、
このキャンプを通してリーダーも成長できたので
はないかと思います。そしてこのような機会があ
るのも、いつも活動をご支援してくださる皆様の
おかげです。心より感謝申し上げます。
暑い中ではありますが、どうかお体に気をつけ
て過ごされますよう最後の言葉とさせていただき
ます。
福井綾音（とと）

Happy Birthday

9 月 2 日（木） ブリテン発送日
9 月 16 日（木） クラブ例会 オンライン
9 月 23 日(祝木) ・第 26 回大阪 YMCA チャリティー
ラン 2021
9：00～13：00
花博記念公園鶴見緑地・山の
中 止
エリアにて
コロナ感染症拡大のため順延
9 月 24 日(金） ・河内クラブ役員会 会場未定
9 月 25 日(土) ・ブリテン原稿締切日
10 月 3 日(日） ・ジャガイモ到着日
10 月 7 日(木) ・ブリテン発送日
10 月 15 日(木） ・河内例会
会場未定
10 月 16 日（土 ）
・中西部会 大阪 YMCA 2 階
参加費 ￥3000
10 月 17 日（日）
・ 阪和部会 和歌山ＹＭＣＡ
参加費 ￥5000
10 月 22 日(木）
・河内役員会
会場未定

会員数（担当主事含む）
（広義・特別メネット会員）
会員 8 月例会出席者数
メークアップ者数
8 月の出席率
ゲスト・ビジター出席者数
メネット・コメット出席者数
8 月例会出席者総数
8 月例会充足率
8 月役員会出席者数
8 月例会ニコニコ・ファンド
ニコニコ・ファンド累計

9名
2名
5名
0名
62.5 %
11 名
3 名
19 名
237.5％
4名
￥12,250
￥20,250

十勝の安全・安心な
おいしいジャガイモをあなたに
今年も十勝クラブよりジャガイモフアンドのご
案内が届きました。天候に恵まれてジャガイモの
育成状況も良好と書かれています。クラブファン
ドの一助にご協力をお願いいたします。
・品種 農林 31 号 ： ビタミンＣの含有が
非常に多く、皮も剥け易く変色しないので
水につける必要がなく、煮崩れしにくい。
サラダ、和え物、煮物に適する。
・販売価額 ： ￥2,000
10ｋｇ/1 箱
・到 着 日 ： 10 月 3 日（日）
・引 取 先 ： 金物団地 望月社オフイス
・ご注文 及び お問い合わせ : 丸尾欽造

箕 浦 美子 ９月 １４日

▼編集後記▼
この夏、阪和部は盛り上がりました。和歌山と奈良
の球児が甲子園球場で真っ赤なユニホームで日本
一を競っていました。それぞれチームのメンバーが
力を合わせ、ベストを尽くされる姿に学ぶこと多く
ありました。緊急事態宣言による実活動の停止など
の影響もあり今月号は写真が激減しました。ＹＭＣ
Ａサイドからいつも投稿頂き感謝いたします。

６

