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２００３～２００４年度【標 語】 

クラブ 標 語「能力（ちから）を出しきって達成感をもとう」 田中惟介 
阪和部標語「All for One、 One for All」－皆は一人の為に 一人は皆の為に 杉浦 英（奈良クラブ） 
西日本区標語「Serve as a bridge for the future」 未来に架ける橋    大野嘉宏（京都パレスクラブ） 
アジア 標 語「New thinking New action」新たな思考で新たな行動を  Chung Yung hwan  (KOREA) 
国 際 標 語「Be Agents of Change」－to meet the emerging challenges －  Jacob cherian (INDIA) 

「変革の担い手となろう」－押し寄せる挑戦に応えるために－ 
メネット標語「未来に繋ぐために」…あらためてメネット事業って何？  畑本久仁枝（京都トゥービー） 

 
【今月の聖句】  マルコによる福音書  10 章 31 節 

７月例会プログラム 
7 月 17 日（木）サンホーム６Ｆ 

     司会   横田憲子君 

 

開会点鐘      正野 会長 

ワイズソング    一   同 

聖句朗読      新本英二君 

会長挨拶       正野会長 

ゲスト・ビジター紹介 正野会長 

部長挨拶     杉浦阪和部長 

役員交代式    杉浦阪和部長 

新会長挨拶     田中 会長 

転入会式      田中 会長 

食前感謝      山内信三君 

食事           一  同 

懇談 一同 

誕生・結婚祝     田中会長 

にこにこアワー   伊藤＆箕浦 

閉会点鐘      田中 会長 

 
 

7 月例会担当班 
Ｄグループ 

準備の為に６時に集合しして下

さい。 

「しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる」 

 
熱くなろう    会長 田中惟介 

  

クラブ生活は 楽しくなければ意味が無い。 

而（しこう）して何を以って楽しみとなすか？ 

ここで私は各人の嗜好を問わない。（河内クラブの危機的な

現状を回避する為に）部員の総力を傾注しつつ楽しむと言

う絶対矛盾を同一化する方針が今期のクラブ標語であ

ります。 

『企画に対し工夫を凝らし、さらにイメージをふくらませ 他人（ひと）を喜

ばせることで自分も楽しむ。』 唐突ですが これを繰り返すことで間違いな

くあなたの海馬脳が活性化し呆け封じになることを請合います。 

老人大学 要りません。教養娯楽費不要です。なんてったってクラブで出来

ちゃうんですから。 

傍観者になるな。熱くなれ。企画の中心に参画しよう。 

そうすれば クラブライフを楽しめるし 間違いなくクラブは活性化し 人

も集まってくるのです。 

多少の無理にも不平を言わず なんとか皆さん 共に頑張ってみましょう

よ。 
 

会 員 ２３名 ゲスト＆ビジター        ２名 ６月度ＢＦポイント Ｙサテレカ にこにこファンド 
広義＆メネット ３名 メネット＆コメット ３名 現金 0 円 ６月分 ６月分 
会 員 出 席 １６名 例 会 出 席 者 ２４名 累計 18,000 円 ０枚 22,650 円 
メ ー ク ア ッ １名 役 員 会 出 席 者 １３名 切手 ０pt 累    計 累    計 
６ 月 の 出 席 ８５.0％ ６ 月 の 全 出 席 者 ３７名 累計 275pt ０枚  202,620 円 

 
 
 
 
 

第２９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:田中 惟介 副会長:初田 稔 副会長:藤井 敬子 書 記:増石 広之 書 記:横田 憲子 会 計:佐古 至弘  

会 計:笹川 桂子 メネット会長:田中 加代子 直前会長:正野 忠之 連絡主事:宮本 修司 

 

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：//www．hct.zaq.ne.jp/cpand205/kawachi/ 
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  ６月例会報告   
２００３年６月１９日（木）18:30～2０:５0 

― サンホーム 6 階 －               記録 山内 信三 

   

出席者 
メン 伊藤・岩坂・佐古・笹川・山口・正野・田中・ 

中野・初田・藤井・増石・丸尾・宮本・望月・ 
   山内・横田・大谷・吉川・和田林 
メネット  田中・初田・望月 
ゲスト   佐竹紀美子氏（スピーカー） 
ヴィジター 
 今井利子（なかのしま） 

   以上 ２４名 
 

中国少数民族の旅・民族衣装をめぐって」のタイ

トルで桃山学院大学の佐竹紀美子講師をゲストに

迎えてお話を聞きました。 
 中国には 55 の民族が住む

と云われています。長い歴史

のなかで、民族の興亡が繰り

返され、戦いに敗れた民族が

より辺境の地へ移動したと

考えられます。それぞれ異な

る言語と文化をもっている

と云われています。2001 年

と 2003 年の 2 回、ビルマ、ラオス、ベトナムに国

境を接する貴州省のミャオ族を訪れました。天には

三日の晴天なく、地には三

坪の平地なく、人には三文

の銭がないと云われてい

る、山また山の地に段段畑

を切り開き、稲作をし、ニ

ワトリを飼って生活して

います、3 月 15 日のお祭

りではモチ米に染料を付

けで蒸した物がご馳走としてふるまわれます。遠く

の村々から若者が集まり、出迎える村の娘が料理を

用意します。若者の出会い

と結婚へとつながる大切な

お祭りです。衣裳は木綿、

麻、絹を使い、藍染めに赤、

黄、の鮮やかな刺繍で伝統

的な独特の模様で飾られて

います。 
現物を 5～6 点持参しまし

たので、手にとってまた試

着してその味わいを見て下

さい。衣食住を通してどこか日本の文化とも合い通

じるものを感じ、日本人のルーツの一つではと思い

ます。個性を無くす近代化の流れのなかで、固有の

伝統文化の良さと価値に気付いた外国人が地元に

博物館を建てて保護と伝統の継続をはかっていま

す。中国政府もその価値に気付いている様子が伺え

ます。日本の旅行社が 2～3 辺境の旅を企画し、昆

明～桂林の旅があります。ぜひ参加されたらとおす

すめいたします。 

お話をされる佐竹紀美子氏 

熱心にお話を聴く参加者 
 

似合うかしら？・・・・次期田中メネット会長 
良く似合うよ・・・・次期田中会長 

 

格安での中国旅行を有難うございました。 
現物と写真での旅行でした。 

 
－２－ 
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にこにこ語録 
      （2003 年６月）     記録 増石 広之  
 
正野会長 お金の用意ができていませんので、後ほ

ど。この一年ブリテンに書きましたが、メネットの

皆様本当に有り難う御座いました。もうそれが一番

です。  
佐竹先生 今日は寄せて頂いて良かったと思います。

余り宗教的雰囲気の中とは聞いて無かったのですが、

私はどっちかと言うと仏教なんです。桃山学院に寄

せて頂くようになってから、キリスト教的なプログ

ラムに接して、お食事の前に、感謝の言葉を言って

頂く様なことは桃山学院に行くようになってからで、

自分の視野の狭さと言うか、物に感謝すると言うこ

とを皆さんに教わりました。有り難う御座いました。 
山内 今日はどうも有り難うございました。佐竹さ

んのご主人は山口さんがゲストの時に一度ご一緒に

来ていただいてます。それと、前にペルーのオスカ

ルさんも佐竹さんのご紹介で、私のもう頼みの綱で、

困った時には佐竹さんといって何時も頼っておりま

して、今日はご本人が来ていただきました。又末永

くよろしくお願いいたします。 (人をご紹介するのに知

らんといかんので、どんな会かと言うことを知るためにやって来

ました。今日はおしかけでした)  
吉川メ 今日はお話有り難う御座いました。正野会長

さん一年間どうも有り難う御座いました。何か初め

てのような気がいたします。有り難う御座いました。  
初田メ 今日はどうも有り難う御座いました。お話を

聞いていると、辞めようかと思っていることが有っ

た人が居られて、何か非常にショックでした。又、

残ってくれはって良かったです。頑張って下さい。  
望月メ 今日は先生有り難う御座いました。民族衣装

にであって良かったです。  
伊藤 和田林さんは話が下手やとおっしゃってまし

たけど、名言がありました。「辞めようと思っても辞

められないのがこのクラブや」と、これね何処かで

使おうと思ってます。有り難う御座いました。  
初田 今晩は。伊藤さんこの前はご馳走さんでした。

今井さんから切手頂きました。又、ブリテン送らせ

てもらいます。来月からブリテンのヘッドを変えた

いと思います。ガラッとは変わりませんが、田中会

長に、余りガラッとよう変えへんやろうと言われて

ます。そこそこ変えて行きたいと思います。  
田中メ 私テレビで、少数民族の旅とか言うのを、良

く見るんですけど、綺麗だなと思いながら見てたん

ですけれど、手に持ってみられて良かったと思いま

した。  
田中 伊藤さんどうも有り難う御座いました。あの

時二千なにがし残ったんですよ。(大きい焼き肉をたべる

のに、伊藤さんほっとかれた。その後又食べに行ってのお釣り)
それで物凄く悔しがってるんです。13 日の金曜日か

ら私禁煙を始めました。未だに続いています。但し

ヘビースモーカーならぬスネークスモーカーになっ

てるんです。何故かとゆうとスネーク(蛇）は「かわ

ずのむ」と云うことで、3m 以内に居てたばこ吸うひ

とは必ずそこへ攻撃して取りに行きます。3m は微妙

な距離なんですよ。5m は行けないけれど 3m 位です

と、おいといって行く可能性があります。実は、西

日本区大会で、クラブで 3 本他クラブで 2 本取りま

した。今日で 5 日目つらい時期過ぎましたが、近く

では吸わないでください。お願いします。  
中野 伊藤さんどうも有り難う御座いました。帰り

しなに、笹川さんの旦那さんの運転で、後ろにふん

ぞり返って楽しく帰ってきました。正野会長一年間

どうも有り難う。ご苦労さんでした。例会で目が合

う度に、中野さん何とかいいたそうな目やなとか、

何とかいわれて一年間ずうっとそれに耐えてきまし

た。田中さんタバコせびって頂きまして、私ね実は

今日タバコ全然持ってないんです。田中さんにせび

られるのん、いやと思って今日からもうタバコを持

ってこんとこ思っています。  
笹川 今晩は。今日は先生有り難う御座いました。

私は正野会長さんの前の、中野会長さんから入会さ

して貰ったんですが、中野さんは余り想い出はない

んです。正野さんて人なつっこい所ありますね。電

話くれて又、顔見るたびに体の事を気に懸けてくれ

まして。何でもさせてもらえるワイズ、そして辞め

ようと思っても辞められないワイズ、出席したいけ

れども忘れてしまって家の用事をしてしまった。と

云う色んなひとがワイズに携わって、年月をすごし

ていらっしやるんだなと、なにもかも珍しいです。

それでやっぱり色んなことを体験させて頂いた正野

さんには感謝ですね。初心を忘れず、又、ワイズの

新しい一年を過ごしたいと思います。私にとっては、

一年一年がたいへん重要なんです。皆さんにとって

もと思いますが、一年を過ごせることを願っていた

んです。私の脚がうまく歩行してくれることを願っ

ています。気持ちは有るが、脚がついて行かない。

そんな私ですがよろしくお願いします。  
丸尾 今日は、佐竹先生いいお話と遠い国からの綺

麗な衣装をさわらせて頂きまして、有り難う御座い

ました。来月から河内クラブのメンバーから離れて

メネットに戻ります。それは又主人と一緒に来れる

と云う楽しみも有ります。そして、今までクラブに

来ていても、帰りしなになると、田中さん、初田さ

ん、山口さんなんかが一緒に帰ろうか、といって何

時も誰かが声をかけて、駅まで送って下さるんです。

今思うと本当に有り難い事なんです。電車がでてい

った後やったら 30 分も待たんならん。声かけて貰っ

たとき甘えといたら良かったのに、自分の足でとお

もって歩いた時に限って、急いで行ってもバスが出

て行った後だったこともありました。本当にいつも

甘えっぱなしで送ってもらってました。送っていた

だいた方々本当に有り難う御座いました、  
宮本 又、やりにくい、毎回こんなん多いんですけ

れど、大陸の方に行ってみたいなというお話、有り

難う御座います。正野会長一年間どうもご苦労さん

した。こちらに来て初めてのワイズで、正野会長と

一年間ご一緒に活動させてもらったのですが、とて

もよい経験をさせてもらいました。どうも有り難う

御座いました。さきほどのスピーチに一つだけ追加

させて言わせて貰います。実は私前厄なんです。が

んばります。  

－３－ 
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にこにこ続き 

山口 人生はコツコツやと云うことを、先輩から教

わってまして、今日つくづく思い出しました。会費

を一年分コツコツ納めなかったので、一度に納めま

した。又・此のニコニコも一年分入れんならんので

すが一寸堪忍してもらって、これからコツコツやっ

ていきたいと思います。会計さん遅くなっていっぺ

んに入れて済みません。  
佐古 今日はどうも有り難う御座いました。良いは

なしを聞かして頂きました。この前西日本区大会へ

行くつもりで、休みも取っていたんですけれど、金

曜日に田舎の兄貴が一寸具合が悪いと云う電話が有

りまして、急遽西日本区大会を中止して皆様にご心

配をお掛けしました。申し訳ありませんでした。  
岩坂 佐竹先生をリーダーにしてヤオ族を訪ねるツ

アーでも出来たらいいなという事か(笑い)、それが無

理なら、丸尾さんをリーダーにブドウ狩りでもと(笑
い)、それが無理なら、伊藤さんヨロシク(爆笑)。  
今井 私も 2 月から、女性ばかりの中の島クラブへ

行って、この前森田恵三さんに、中の島に馴れたか

とお声掛けを頂きました。大分馴れました。中の島

はミャンマーを支援しており、メンバーの一人が縫

製の指導に何年もいってらして、今は日本へ帰って

ます。24 日に 4 人程お友達を連れていかれます。何

か欲しいものは無いかと聞いたら刺繍糸が欲しいと

言われたので刺繍糸を集めました。中の島クラブは

女性ばっかりですがなかなかのパワーでして、私は

もっとボランティアをしたいと云う気持ちで変わっ

ていったんです。おとついも、お家で杏の実が沢山

とれるメンバーがいて、それを採ってくれてジャム

を作りました。小さいビン 50 ヶくらい出来ました。

8 月の末位からは、イチジクのジャムを作ろうと、

ファンド作りに頑張っています。それもやっぱり女

性ならではかなと思っています。正野さんご苦労さ

んでした。私の耳の事でご心配頂いて、補聴器調べ

て頂いたりで、本当にお世話になりました。おかげ

さまでこの度 2 回目の MRI の検査で、6 ヶ月前より

もっと小さくなってまして、X 線治療が成功しまし

て、耳鳴りもふらつきもなんの副作用も起こらずに

順調にいってます。そして、血管も脳梗塞もなしで、

まだまだ使えると太鼓判を押していただいてます。

篠田さんには 108才まで生きられるでと言われてま

すので、大事につかっていこうと思っています。本

当に有り難う御座いました。  
増石 今晩は正野会長が就任する時に会長をアシス

トすると言うことで、副会長をやったんですが、殆

ど何も出来ていません。会長ごめんなさい。佐竹先

生の写真を見せていただいて、私もあれくらいの写

真を撮りたいな。どんなカメラかなと興味がありま

す。私は主治医から胃を調べる検査をするが、バリ

ウムを飲んでレントゲンは二度手間になるから、胃

カメラで調べる。明後日何も食べずに来なさいとい

われてます。先生おてやわらかに。  
大谷 主人が生前元気なときに、主人が亡くなった

後も私はワイズに残りたいので、どんな立場で残っ

たら良いだろうと相談したことがあるんです。そう

しましたら主人は「メンバーになったら何やら面倒

やからメネットで残っとけ」と言いましたんで、気

楽な立場で残さして頂きます。よろしくお願い致し

ます。  
望月 一年間会計をさしていただきました。その前

に伊藤さんにおごって頂きまして、有り難う御座い

ました。これをニコニコに入れなさいと言う事でダ

ブルで入れときます。(西日本区大会の食事のお釣り?) 
会計をさせていただきまして、今年は非常にラッキ

ーでした。藤井さんが居て、お金が合うか合わんか

のときは、持って帰って合わしていただいて、管理

がしやすかったのと、会費の方も今月中に目途が立

つような感じがしますのでホッとして居ります。ど

うも皆様有り難う御座いました。  
藤井 正野会長 8 時半に終わるとおっしゃってまし

たので。(過ぎたら一緒や) 会計余り無お役に立ちませ

んでして。(さっきは誉めてましたで)     
 
本日のニコニコは２２，６５０円でした。ご協力に感謝

いたします。 
 
 
河内クラブのみなさま 

  

この度 河内クラブを退会させていただくことにしまし

た。４月から内勤が主になり早退しづらい仕事内容にな

ったのに、毎月学校の行事があって引っ張り出される為、

できるだけ早退する機会を減らしたくなったことと、経済

的なこと等が理由です。外回りが主だったこれまで以上

に例会に出席するのが厳しくなり、だいぶ悩んだ末決心

しました。6 月の例会の時にちゃんとご挨拶できなくて突

然の話のようにしてしまい、申し訳ありませんでした。クラ

ブのことをしゃべる時の佳幸さんのうれしそうな顔が思い

浮かぶものですから、こういう決心で良かったのか自信

がなくなる時がありますが、生活もかかっているものです

から仕方がありません。大したお手伝いもできないまま

で本当にすみませんでした。  
ところで、夏休みをいかに過ごそうかと考えてた時に、

YMCA のサマーキャンプのチラシが入りました。最初は

嫌がっていたのですが、私が頑として譲らないものです

から とうとうあきらめて、「1 泊 2 日六甲山キャンプ」を選

んでいました。たまには学童や私との生活から離れるの

もいい経験になると思うのです。心配したくなる気持ちを

グイッと押し込めて、「大丈夫！綾ならちゃんとやってい

ける。」と思っています。 
 こうやって私が安心して綾を「放り出せる」のも Y's クラ

ブで YMCA のリーダーたちを見たり、綾がリーダーのお

姉さんを慕ってすぐおしゃべりしている姿を見ていたか

らこそです。そういう意味でも Y's クラブに入っていてよ

かったです。ひとりで生きていかなければならない遠い

将来に備えて、「放り出して」みることにしました。私の中

では Y's クラブの存在がつながっている感じです。機会

がありましたら、綾と一緒に遊びに行きたいです。ありが

とうございました、そしてどうぞこれからもよろしくお願い

します。 

                     吉川 亜紀 

－４－ 
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３分間スピーチ ２９期 第１回役員会報告  
   

丸尾初子君 ２００３年６月２６日（木） 東ＹＭＣＡ 
  
７月から、主人が「戻りたい戻りたい」

と言ってました河内クラブに帰ってまい

ります。私はメネットに戻ります。主人は

言いたいことを言いますので、私もブレ

ーキをかけながら夫婦で河内クラブを

楽しみたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

“能力（ちから）を出しきって達成感をもとう” 

 

日本区強調月間 Kick-off・EMC-C 

 

出席者  

田中・正野・佐古・増石・初田・中野・宮本・望月・山内・ 
今日は３分間スピーチと言うことでドキドキしてたんですが、

昨日、鳥取から娘が帰ってきてワイワイガヤガヤしていたらす

っかり喋ることを忘れてしまい、例会に参加する電車やバスの

中で今日は喋ると言うことを思い出しました。 

岩坂・箕浦・横田・笹川 

 

７月例会  

私が毎日忙しく学童の仕事をしているかたわら、家の近所

の交野でデラウエアという葡萄を作っている農家のお手伝い

に１５年前から行っています。３反程の葡萄畑ですが、３反の

葡萄畑では約６０万個の葡萄が実ります。５月の初めから三日

間ほどかけて蔓くくりを行い、それが終ると葡萄の種を抜くた

めに薬を付けます。紙コップに薬を入れて、本来は無色透明

なのですが、紅を入れて色付けをして、小さな葡萄の実に下

から一個づつ薬を付けていきます。この作業に３～４日ほどか

かります。それから２週間ほどして、今度は大きなコップに同じ

薬を入れて、実を大きくするために同じ作業をします。その次

は少し大きくなった葡萄に「かさ（袋）」を被せる作業になります。

一個づつ「かさ」を被せてホッチキスで止めていきます。きつい

作業ですが楽しい作業です。他にも今出荷されているハウス

栽培の葡萄もありますが、私のお手伝いをしている葡萄はもう

少し後７月の末から８月のお盆にかけて出荷されます。一房が

１２０ｇから１５０ｇ位のが一番商品価値があって高く売れます。 

後２週間もすれば糖度を計りにきます。糖度は１８度から２０度

くらいが合格です。収穫の時にもまたお手伝いに行きます。収

穫が出来ましたら皆さんに賞味して頂けるように持って参りま

す。 

７月１７日（木）・サンホーム 

担当；Ｄグループ（事業委員会） 

 

プログラム  

詳細：ブリテン１ページに掲載 

 

例会役割分担 

司会 横田憲子   聖句朗読 新本英二  

食事手配 岩坂正雄 食前感謝 山内信三  

ニコニコ 伊藤圭介・箕浦泰之  

 

８月号・ブリテン原稿（７月末締切） 

役員会報告 田中惟介 例会報告 岩坂正雄 

Ｙ・News 宮本修司 ＳＨ・News 嶌岡正明 

メネットコラム     伊藤玲子 

にこにこ語録      初田 稔 

 

審議事項 
 ①例会用湯呑み 50 ケ購入＝佐古会計 
 ②年会費徴収用封筒配布＝佐古会計 

宮本修司君 ③メネットコラムのテーマ＝メネット会に一任 
           執筆＝名簿順に依頼する 
三分間スピーチと言う事で緊張

しています。私はＹに奉職したのが

１７年前です。仕事の関係で下は２

歳から上は？才の方と運動をして

いますが、２～３歳の子供のプログ

ラムで会話をします。「今度こんな

物を作ろうよ」と言ったら「無理！」

難しい顔をして一言で「無理」と言

われました。「なになにをしようよ」と言えば一言で「無

理！」体操のクラスの子供たちに「次はこんな練習をする

よ」と言えば即座に「無理！」私もそれを聞いたとたんに

ムカついて「無理、無理ばかり言うな！やってみんとわか

らへんやろ。リーダーもこんな年齢やけど頑張ってんね

ん」といいますが、「無理」と言われたことに良く考えれ

ば自分もすごく無理しているなとか、これが自分の限界か

なとつくづく思うようになってきました。私は阪神ファン

なんですが巨人の清原さんは肉体改造を行っていますが、

今年４０歳になった自分は子供たちの前で少しでもいい

デモンストレーションまたはリーダー像を見せれるよう

に、無理ではなく限界を少しでも上げて行きたいなぁと思

いました。４０歳になりましたが特にこの河内ワイズで頑

張りたいと思っています。 

④前期半年報、会員移動報告書作成＝横田書記 

⑤吉川特別メネット＝退会届受理 

⑥８月例会素案＝８／３１（日）・２時～５時 

   リーダー・スタッフ慰労・歓談 

オークションに就いては検討 

⑦８月役員会は２１日に変更する。 

 

連絡事項 
①評議会出席者 

正野、佐古、増石、初田、田中、山内 

②役員会の前に第一回事業委員会を開催。まとめを

作成しさらに具体化する＝岩坂委員長 

③使用済み切手回収箱＝ロビーに設置する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

－５－ 
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西日本区大会 IN 彦根 

 

２００３．６．１４－１５ 
 

 

ご挨拶 

 

会場の外観 

  

ご挨拶 

 

チョットさぼって 彦根城見学 

 

ご挨拶 

 
熱気ムンムンのメネット会風景 

 

フェローシップアワー 

 ご挨拶 

 

ご機嫌な皆さん 

 
ご機嫌な皆さん 

バナーセレモニー 
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西日本区大会（続き） 
 

 

西日本区クラブ会長の勢揃い 
 

 

オープニング 
 

 

表彰される児玉会長（いいなぁ～） 
 

 

客席のクラブメンバー 
 

 

表彰される坂本会長（いいなぁ～） 
 

 

場内風景 
 

 

スペシャルオリンピックスへの献金をする白井主任 
 

 
雛壇の田中次期会長（正野会長代理） 厳粛な理事引継ぎ式 
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サンホームニュース 
 

＊6 月は多くの行事が実施されました。 

6 月７日（土）～８日（日） 

   シニア－キャンプイン大阪「高齢者のキャンプ」信太山野外活動センター 

６月１５日（日）ホテルでの昼食会と大阪湾遊覧船 

６月２８日（土）さわやかサッカー広場 

   「高齢者と YMCA サッカークラスメンバーと J リーガーとの交流プログラム」 

   セレッソ大阪メンバー５名がサンホームに。 

＊７月の外出行事はちょっと一休み 

  音楽クラブ（２５日）、俳句の会（１０日）、ウエルネスアワー（毎木）、 

  花火と居酒屋（毎金） ボランティアの活動として「お話の会」（１９日）、「唄体操」（２２日）「ギター演奏」（２８日） 

「すずらん」（２３日）が予定されています。 

 

ユースリーダー安全基金募金のお願い 

東 YMCA として７月１８日「YMCA 安全の日」、１２月２３日「ユースリーダーの日」のためにユースリーダー安全基金の

募金を行なっております。 

    みなさまもご協力をお願いいたします。１口１,０００円（何口でも可） 

 

 
 

東ＹＭＣＡサッカー１，２年生大会 
                             

 去る 6 月２２日（日）小雨の降る中、東ＹＭＣＡサッカー

１、２年生大会が開催されました。サッカー大会を開くのに

大変なことはたくさんありますが、大変なのは何かご存じでしょうか？一つは何と言ってもグランド問題です。

日曜日のグランドは何処もいっぱいで、開催者としては頭が痛い問題です。今回のサッカー大会のグランドは、

上小阪中学校長である柚山先生のご協力で、上小阪中学校グランドをお借りすることが出来ました。柚山先生

にはＹＭＣＡの活動をご理解いただいており、毎年上小阪中学校の生徒さんに、阿南海洋センターで宿泊研修

していただいています。二つ目に大変なことは人員の問題です。グランド問題もそうなのですが指導者不足も

現在の大会では大きな問題です。何とか今回の大会は運営ができましたが、今年度これからもたくさんの大会

が計画されています。スポーツの好きな方は是非ボランティアでご協力ください。 
 さて当日の試合の内容は、小雨の中、子ども達の目を輝かせﾎﾞｰﾙを追いかける姿が見られ、子ども達を始め

保護者の方々も大変エキサイトされていました。又、幼児のサッカーでは自分の顔より大きいボールを一生懸

命に蹴っている姿や、思わず手でボールを扱ってしまう姿もあり、保護者も観戦席から笑い声が耐えない大会

でした。是非ワイズメンズクラブの皆さんも子ども達の試合を観戦しにきてください。きっと、ワールドカッ

プより楽しいですよ！！                       東ＹＭＣＡ  菅 秀晃 
                                               

 
河内クラブメネット会 様 
 

喫茶用のステンレスポットご寄贈有難うございます。 
 
この度は“喫茶 ハーモニー”へのご配慮有難うございます。 
私たちボランティアは営業用の電気コーヒーメーカーでコーヒーを作ってい

ます。でも少人数の時にはフィルターを使用しヤカンのお湯を注いでおります。

それがステンレスのポットですと、コーヒーが泡立ち、香りの良い美味しいコーヒーが出来上がります。 
メネット様の真心もここに表すことが出来ます。一会においで下さるお客様のおもてなし、笑顔と会話のはず

む今日の佳き一会が生まれる、そんな喫茶を続けたいと願っています。お力添え本当に有難うございます。 
 

サンホーム 喫茶 ハーモニー 
お世話役ボランティア 笹川 桂子 

 

－８－ 
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メネット会長を終えて 

中野 涌子 
二年間、メネット会長をさせていただき有り難う

ございました。予定通りに年間行事を実行出来ませ

んでしたが、皆様と御一緒できた「大山崎美術館」、

そこでの京料理の昼食、「松尾大社境内の水だしコ

ーヒー」でのお茶タイム、和田林さんに教えて頂い

た「姫ダルマ」、「ポックリ」を作っている時の楽し

かったこと。京都伏見の「梅の花」でのお食事会、

「酒蔵通り」の散策等、楽しく思い出しています。 
 毎日お忙しい中、素敵なお店や場所を教えて頂き、

参加協力により、会を盛り上げて頂きました。感謝

です。有り難うございました。 
 最終のメネット会を石切駅前の「街路樹」で致し

ます。和食を頂きながら思い出話をしたり、次期田

中メネット会長と色々計画を建てて頂く時間を持

ちたいと思っています。 
 本当に有り難うございました。 
                  

二回目のメネット会長をお受けして 
田中 加代子 

 入会して１０年。５年前のメネット会長が何故か早くも

亦、巡って来ました。この間、社会も私の周りも大きく変

化しました。けれど 河内ワイズの例会には出来るだけ

出席し皆さんとの交流を続けられた事はとても幸せだと

思っております。この一年間、皆様のご協力を頂きなが

らやって行きたいと思いますのでどうぞよろしくお願いし

ます。 

メネット会報告 

 ６月２８日 中野直前メネット会長の計らいで、メネット

会が持たれました。場所は会長の地元、石切で「ギャラ

リー見学と食事会」 梅雨のまっただ中であいにくのお

天気でしたが１０名の方が参加してくださいました。 

出席者：伊藤・岩坂・大藪・新本・田中・中野・初田・藤井・丸

尾・望月 

１１時、石切駅に集合。急な坂道を５分位歩き、納屋を

改造した白壁の素敵な建物・ギャラリー「砌（みぎり）」へ。

それぞれ作品にふれたり、ながめたり 楽しい時間を過

ごしました。次に駅前の食事会場「街路樹」へ移動し、

おいしい季節の会席を頂きながら親の介護の事、健康

食品の事、ワイズの事等お喋りに花が咲きました。今年

度のメネット会の活動も話し合い、次の様に決まりまし

た。 

① 今年度ブリテン・メネットコラムのテーマ 

“河内ワイズと私”とし名簿順に原稿依頼 

② 何か手作りをする。 

③ サンホームの大掃除に協力。 

④ らくらく登山 

⑤ 食事会                     以上。 

 

中野メネット会長、２年間も本当にご苦労様、有り難うご

ざいました。 

第 6 回西日本区大会メネットアワーに参加して 
 望月 治子 

 
彦根市文化プラザ・メッセ

ホールにてメネット会が開催

されました。今回は白井メネ

ット主査のご尽力で、１８０余

名の参加者が集い会場は溢

れんばかりの盛会でした。 

長野クラブ藤原メネットの司会で

第一部が始まり、来賓の歓迎の挨拶、

事業主任の事業報告や会計報告が

あり、事業主任の引継ぎが行われま

した。今回は各部の活動報告は冊

子に纏められ、皆さんに配布されま

した。次期主任は京都トゥービーの

畑本久仁枝メネットで阪和部の主査は杉浦文子メネット

がなさいます。 

 第 二 部 は ミ

ニコンサートで

フルート・オカ

リナの演奏者

は坂井孝之さ

ん、ギター演

奏者は一井伸

介さん（草津クラブ）のコンサートでした。坂井さんは２歳

の時に失明され、幼い頃より笛の音に興味を持ち色々

な笛のコンサート活動

をされています。とくに

オカリナの演奏は美し

い音色で素晴らしく、

時の経つのを忘れまし

た。そして介添えの奥

様が笛を渡しながらず

っと側でにこやかにリズムをとっておられる様子が心に

残りました。 

 最後に琵琶湖周航

の歌を皆で合唱をして

1２時過ぎに会食のお

弁当を頂きました。 

ホストクラブの彦根シャ

トーの皆さま有り難うご

ざいました。 

     

河内クラブからは笹川夫妻・初田

夫妻・田中メン・望月メネットが参

加しました。 

 

メネット会に先立って

彦根城の見学に行っ

て来ました。 

－９－ 
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HAPPY BIRTH DAY           WEDDING ANNIVERSARY 

 

初田真佐子 １９？？年 ７月１２日生 

新本 力子 １９？？年 ７月２１日生         結婚記念日の方はおられません 

横田 憲子 １９４８年 ７月２７日生 

 
 西日本区通年強調目標 ＰＲ  

地域活動をする折には、ワイズのパンフレットも、自クラブ案内も配布するように心がけましょう。地域

のマスコミ、マスメディアにもアプローチしましょう。       遠藤通寛 広報事業主任（大阪泉北） 

 

 西日本区強調月間  Kick-off・EMC-C   
自らが未来に架ける「橋」となり、かつまた、新たなる「橋」となる人材を巻き込んで行くような、力強い

活動のスタートをいたしましょう。 

                               岡本就介 EMC 事業主任（京都トゥービー） 
  

任期を終えて 

第２８代会長 正野 忠之 

 

  多くのことは前号のブリテ

ンで書きました。満足と不満足、

いずれもが交錯するのですが、

例会と役員会を１２回、休まず

こなせるかどうか不安でしたの

で、それに関しては安堵して

います。 

不満足という点では、私が

掲げた『仲間たちの讃歌』は歌えなかったなぁという

のが実感です。全員が揃って例会をするという夢は

最後まで実現できませんでした。そのためのプログラ

ム作りができなかった、これに尽きると思います。 

一方で音信のない欠席はなくなりました。年間を通

じて全員が一度は例会に顔を出してもらうことができ

ました。例会に出ることができないときも意識はして頂

けたように思います。私からの働きかけが不十分であ

ったにも関わらず、意識して頂けたことには感謝の気

持ちでいっぱいです。様々な現状との葛藤の中でメ

ンバーは活動に参加しています。そのことを理解しあ

うことがこれからも大切ではないでしょうか。 

私の任期中、転会ではありましたが横田さんが入

会し、松浦さん、金さん、松下さん、そして吉川さんが

退会されました。これをどう評価されるのかはわかりま

せん。私自身も結果において残念と致し方ないがあり

複雑です。減る一方であることは確かなのですが、最

後の例会で退会を思いとどまったメンバーもいます。

ワイズの現在の姿を象徴しているのかも知れません

が、これからの河内クラブは前進あるのみ。その兆し

はあると思うのですが、いかがでしょうか？ 

最後になりますが、私を支えて頂いたクラブ内外の

方々には心からお礼を申し上げます。阪和部全体の

中でも私はいい時期に会長をさせて頂いたと思いま

す。同期の会長も素晴らしい面々でした。みなさん、

お疲れさまでした。そして、任期中にビジターとしてお

いでいただいた多くのみなさんに感謝の意を表しま

す。ありがとうございました。 

 

  

７７月月－－８８月月のの予予定定 

７ 
７月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

７月１７日（木）第１例会 サンホーム 

部長公式訪問 

役員交代式 

７月１８日（金）大阪ＹＭＣＡ安全の日 

７月２０日（日）～２１日（祝） 

西日本区役員会 

７月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

８ 
８月 １日（金）第２例会 サンホーム 

８月 ９日（土）第 2 回主査会 南 YMCA 

８月 ９日（土）メネット会長会 南 YMCA 

８月１１日（月）～１６日（土） 

東ＹＭＣＡ休館日 

８月２１日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

８月３１日（日）第１例会 サンホーム 

納涼例会 

リーダー招待 

 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
 いよいよ第２９期の船出となりました。 
田中会長のパワーに引っ張られ、引きずられて今期も

始まりそうです。段々と年齢も加齢し、足元が覚束なく

なっておりますので、引っ張られても、引きずられても

足がもつれて転ばないように、自分の足元を見つめなが

ら１歩ずつ歩いていきます。一年間よろしくお付き合い

ください。 
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