
 
 
 
 

 

 

 

２００３年８月報    Vol ３３５ 
 

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】  マタイによる福音書  ５章９節 
「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる」 

 
 パラレルワールドへの誘い 
                                 河内クラブ会長 田中惟介 

  
最初に加える力の大きさと力点で ほぼ結果が分かることは経験で知っ

ている。二度目の会長ともなれば前回の路線を選べばそれなりの成果をあげ

られる確信もある。声を張り上げ檄を飛ばせばよいわけでもない と云う事

も分かっている心算だ。 
 みんなの力で河内丸の正しい進路を行く事が最も大切で、私（会長職）は

針路を見張り誤り無く行く先を指し示す役目をつつがなく果たせればよい

と思っている。 
ただそれだけではつまらない、だから私なりに私の可能性の幅を試す機会

にしたい。前回は分かりやすいことを難しく話すことで皆さんを幻惑した。

今回は易しい事に詐術を使ってどこまで奇妙な世界に引き込めるかを試し

てみたい。檄を飛ばしつつ 別の自分をお見せする機会にしようと思う次第

である。キックオフのご挨拶はその試みの第一歩で例会報告を見てあの時の

困惑振りが察せられ、最後のときにああそうだったのかと 一年かけて分かってもらえればとてもうれしい。

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ９名 ７月度ＢＦポイント Ｙサテレカ にこにこファンド 
広義＆メネット会員 ２名 メネット＆コメット ４名 現金 ０円 ７月分 ７月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ３２名 累計 ０円 ０枚 27,715 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 ０pt 累    計 累    計 
７ 月 の 出 席 率 ９０.0％ ７ 月 の 全 出 席 者 ４３名 累計 ０pt ０枚 27,715 円

前月の出席率訂正 ８５％を９５％に訂正いたします。 

 

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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大阪河内ワイズメンズクラブ   ２００３年 ８月報 

  ７月例会報告   
２００３年７月１７日（木）18:30～2０:３0 

― サンホーム 6 階 －               記録 岩坂 正雄 

   

出席者 また、遠藤西日本区事業主任からも挨

拶と激励があり、続いて部長による新

旧役員交代式が厳粛に執り行われ、田

中会長以下の新執行体制が船出しま

した。 

メン 伊藤・岩坂・佐古・笹川・箕浦・正野・田中・ 
中野・初田・藤井・増石・丸尾・宮本・望月・ 

   山内・横田・大谷・嶌岡・新本 
メネット  田中・初田・望月・新本・ 

◎ 早速、田中新会長による挨拶と抱

負が述べられ、「傍観者になるな。

熱くなれ。企画の中心に参加しよ

う」との檄が飛ばされました。 

ゲスト   杉浦 英 阪和部部長（奈良クラブ） 
ヴィジター 遠藤通寛（泉北）今井利子（なかのしま）吉

田全孝（サウス）内田勝久・林佑幸・杉浦文子・岩本章・

高橋辰夫（奈良） 
◎ 続いて、直前会長への感謝は恒例の切り絵名人初田

ワイズの芸術的作品の贈呈、直前会長からは、特に

この一年親身になって指導して下さった初田ワイズ

への返礼と、心温まるシーンでした。 

   以上 ３２名 
 
◎ 阪和部長はじめ、西日本区役員、阪和

部メネット主査のほか他クラブから

のビジターを迎え、新しいワイズ年度

がスタートしました。 

◎ 新会長の初仕事は転入会式。セントラルクラブから

丸尾欽造ワイズが古巣への転入会。ひとつの務めを

果たしての凱旋です（出戻りではありませんぞ）懐

かしいあの丸尾節でご挨拶。満場の拍手で迎えられ

ました。 

 

 ◎ 食事をしながらグループ毎の懇談のひととき。事業

委員会からの要請で、クラブ活性化の為の提言をメ

モに記入して回収。２２通の提言があり、今後これ

をどのように集約して生かすかの検討がおこなわれ

ます。 
 
 
 
 
   

正野直前会長の開会点鐘

（荷を降ろした嬉しさの

中に、いささかの寂しさ

をまじえて）で始まり、

田中新会長の閉会点鐘で

終る恒例の交代月例会で

す。 

 
 

 
◎ 杉浦阪和部部長の力強いメッセー

ジは”All for One,One for All”、ご

本人の人生体験を交えたスピーチ

を展開され、次のような活動方針

をアピールされました。 
 
◎ 参加者３２人全員のニコニコメッセージで時間が掛

かりましたが、久し振りの定刻通りの閉会点鐘とな

りました。横田ワイズの名司会ぶりに拍手を贈りま

す。 

 
Ⅰ Y’s の原点に立ち返ろう！！  
  Y’s は出席第一、交わりは奉仕の第一歩の精神 

      Y’s と YMCA との共生・協働・支援 
      Y’s と地域社会との交流・交歓・奉仕 
 Ⅱ ３・３・SUN 運動の展開  

  各クラブは新入会員３名の増員を目指そう  
  メンバー各自は他の３クラブの例会に参加  
  各クラブは楽しい(SUN) Y’s ライフを企画し、展

開しよう。 
 
 

－２－ 
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にこにこ語録 （敬称略） 
      （2003 年７月）     記録 初田 稔  
 
中野 正野さん一年間ご苦労産でした。一年間色々言

っていただきまして・・・・。田中さん一年間よろしくお願い

します。 

大谷 例会に来るのが楽しい例会にな

りますように期待しています。 

吉田（サウス）正野さん去年一年ご苦労さ

んでした。田中新会長今年もよろしくお

願いします。箕浦さんＹサでご協力をよ

ろしく。 

新本 部長がおいで下さって有難うござい

ます。河内クラブも新会長を迎えて今年は

３．３．サンと頑張るようです。 

嶌岡 正野さんご苦労さんでした。田中会

長ＹＭＣＡと一緒にやって行きたいと思い

ますのでご協力をお願いします。 

今井（なかのしま）河内クラブは長閑で良い

クラブと遠藤主任さんがおっしゃいました

が、私も本当にそうだと思います。正野さ

んご苦労さんでした。田中さんよろしくお

願いします。 

杉浦主査（奈良）今年は他クラブ訪問を楽

しみにしております。河内クラブには度々

お邪魔したいと思います。 

岩坂 杉浦部長の３．３．サン運動に非常

に感銘を受けました。田中会長お手柔ら

かに（笑い）正野会長お疲れ様でした。 

横田 部長は３クラブ訪問を提言されていますので、どこ

に行こうかと悩んでおります。 

新本メ 誕生祝をいただきまして、有難う

ございました 

望月 杉浦部長今日は有難うございまし

た。オール フォア ワン ワン フォア オ

ール この言葉は私も大好きな言葉です。

もう一つ好きな言葉は ノーサイドです。サイドが無くて

いつまでも続くと云うことはワイズの活動そのものではな

いでしょうか。（ええ事言うなぁ～） 

宮本 部長の標語をみて、ヨハネの福音書１７章２１節に

よく似ていると思いました。全てのものを一つとするため

に」と似ている事に感銘をうけました。田中会長よろしく

お願いします。 

藤井 一年間お世話になり、また、一年

間副会長の役を頂きました。一年間よろ

しくお願いします。 

増石 正野会長ご苦労さんでした。田中

会長お手柔らかに・・・。 

佐古 今年一年は会計を預かっておりま

す。クラブ会費を早めに納めて頂く事がクラブの運営に

おいて助かります。 

笹川 正野会長さん有難うございまし

た。思い出を頂きました。 

山内 田中会長、杉浦部長さん、新し

い執行部の皆さんよろしくお願いしま

す。昨年は西日本区の主任が阪和部

で３名でしたが、今年は遠藤さん一人です。忙しい仕事

の中でよく時間が作れるなと感心しています。今度その

秘訣を教えて下さい。 

望月メ 本日は色々なクラブから来て頂

き有難うございました。杉浦ご夫妻一年

間頑張って下さい。田中メネット会長よ

ろしくお願いします。 

田中メ 今日は中野前メネット会長が欠

席なのでお礼が申し上げられませんで

した。２年間も本当にご苦労様でした。 

初田メ 今日は誕生祝

を有難うございました。

私は今日早速使わして

頂きます。（笑い） 

丸尾 河内クラブの仕組みがまだ良く判

りませんので（笑い）無作法があるかと思

いますがよろしくお願いします。お野菜の売上とカムバッ

クの権利料（笑い）を入れさせていただきます。 

岩本（奈良）久し振りにお邪魔しました。

私は書記の控え投手としてご奉仕をさ

せていただきます。メインは林書記で

す。私は影から支えていきます。 

高橋（奈良）正野さん一

年間ご苦労様でした。

田中さん今年もよろし

くお願いします。阪和部長のクラブで非

常にプレッシャーが掛かっておりますが、

河内クラブとは地理的にも近いので兄

弟クラブでなくても兄弟姉妹のようにお付き合いをいた

だければと思っています。 

内田（奈良）会計をいたします。杉浦部長

の方針に乗って会計も同じやるならとこ

とん楽しんで一年間を過ごしたいと思っ

ています。９月の阪和部会には大勢でお

越しください。 

林（奈良）今の世の中は表に立つものより

も影で操るフィクサーの方が面白いと興

味があります。後ろに大物が座っていま

すので安心しています。田中会長の日

頃の用意周到には感心しています。そ

こに語彙豊かな丸尾さんが帰って来て、

言葉のバトルが始まり例会は頭の体操

になると思われます。 

遠藤（泉北）新本さんＥＭＣでは一年間資料を送っていた

だき有難うございました。正野さんご苦労さんでした。田

中さんお手柔らかに（笑い）。３クラブ訪問ですが、今井さ

んに負けない位今年は訪問してみたいと考えています。

西日本区の８０数クラブの半分は行って見たいと思って

います。（ウオー 拍手） 

杉浦部長（奈良）まだまだ新米でございます。一年間よ

ろしくお願いいたします。初田主査さん田中会長よろしく

お願いします。 

正野 色々と有難うございました。特に中野さん有難うご

ざいました。（いいえ どういたしまして 笑い）皆さんに導いて

いただいてこの一年間がやってこられたと思っています。

教えられる事ばかりで感謝しております。 

－３－ 
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にこにこ続き 

初田 田中会長に副会長をやれと言われて「ハイ」杉浦

部長から主任をやれと言われて「ハイ」それから部のホ

ームページ委員長をやれと言われて「ハイ」何でも「ハ

イ」と云うてしもて冷静になってエライコッチャと反省して

います。 

田中会長 お手柔らかにと３～４人から聞きましたが、お

手柔らかにはいきません（笑い）事業委員長に色々と問

題を提起します。サンホームサポート活動委員長の望

月さんにも色々と提案をして頂く様にお願いしています。

私が色々と企画をするのではなくて、意見を出してもら

ったものを検討しようと思っています。 

伊藤 箕浦さんに回るから漏れてたら教

えてとたのみました。このごろボケてるか

らと（笑い） 漏れてる人は居てませんか。

（チャンと持ってやってヨ）ボケてまんね（笑

い） 

箕浦 正野さん一年間有難うございました。

田中新会長は京都のすきな会長ですが、

今日は祇園祭りです。河内クラブにも大

勢の方が来てくれるような例会をお願いし

ます。 

本日のにこにこは２７７１５円でした。ご協力に感謝いた

します。 

 

心あらたに河内人として 
             丸尾欽造 

私が大阪河内クラブへ帰巣す

ることを決心したのは、高額な

移籍料でベッカム選手がレア

ル・マドリードへ移籍されたこ

とに刺激を受けたわけでもなく、

自分自身のワイズダムへの理想

を確認するための葛藤の中から出たものなのです。

シェイクスピアの戯曲ハムレットのあのセリフ、“to 
be or not to be” の心境に直面していましたが、ザ・

ビートルズのナンバーの中に答えを見つけることが

できました。“Let it be” 流れのままに、なすがま

まに、であります。 
 １９７５年、大阪河内クラブのチャーターメンバ

ーとして設立に加わった当時、メンバーは、３０代、

４０代がほとんどで、（記憶では５０代数名そして６０

代は１名だったか）ニキビの根の抜け切れていないと

言っても過言でない集団の、その行動力や英知のす

ごさは私の人生観に大きなインパクトを与えるもの

でした。四半世紀を経た今、河内クラブに若者の熱

気や当時の面影が残っていないのが現状かも知れま

せんが、それを追い求める姿勢が私のどこかにあっ

たのかも知れません。中西部に籍をおいていた９年

間においてさえも、「河内の丸尾欽造」と、あらゆる

ところでよく取り違えされる場面がありましたが、

なぜか不自然さを感じなかったものでした。東ＹＭ

ＣＡの運営委員としても、ある意味では客観的に俯

瞰できる位置にありましたが、これからはクラブを

通してプロパーとしての重みを感じます。クラブラ

イフは、まず、緊張感をもって取り組む姿勢と親し

きゆえ失することのない礼儀を保つことに心がけて

参りたいと思います。 
「シェーン、カムバック！」の少年の呼び声に、振

り向きもせず彼方に小さく消え去っていくのは名優

アラン・ラッドの名場面。呼びかけて下さった方々

の友情に甘えて帰ってくるなんて芝居のネタにもな

りませんが、どこかでカムバック版の名場面を果た

してみたいものであります。 
私と入れ替わりに初子はメネットに戻りますが、

これまでの皆さまのご交誼に感謝いたしますと共に

二人合わせて今後ともよろしくお願いいたします。 
  
 

２９期 第２回役員会報告  

２００３年７月２４日（木） 東ＹＭＣＡ 

 

“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 Youth Activities 

 

出席者  

田中・嶌岡・佐古・丸尾・初田・中野・宮本・望月・岩坂・ 

横田・笹川 

 

８月例会 リーダー招待納涼例会 

８月３１日（日）・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 
司会中野 １部新本 ２部箕浦・増石 ３部嶌岡・山内・山口 

聖句朗読 新本英二  

食事手配 佐古・横田  食前感謝 岩坂  

インタビュー 丸尾  

 

９月号・ブリテン原稿（８月２３日締切） 
役員会報告 田中惟介 例会報告 初田 稔 

Ｙ・News 宮本修司 ＳＨ・News 嶌岡正明 

メネットコラム     岩坂千種 

にこにこ語録（インタビュー記事   丸尾欽造 

 

審議事項・連絡事項 
① サウス納涼例会参加者確認 
    ８月５日 会費１０００円 ６時３０分から 

② 地域奉仕事業研修会参加者確認 
     丸尾欽造君参加 

③ 奈良ＹＭＣＡ平和の集い参加要請 
    岩坂・嶌岡他２名参加 

④ 阪和部ＩＢＣ．ＤＢＣ報告の件 
    伊藤ＩＢＣ委員長に一任 検討委員会を設置 

⑤ 泉北クラブ公開プログラム紹介 

⑥ ９月例会卓話 会長に一任。 

    例会時の席順の検討。例会後の喫茶はメネッ

トやメンにお手伝いをお願いし再開する。 

 

－４－ 
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２００１年 ７月～２００２年６     

大阪河内ワイズメンズクラブ決算書  
      
収入の部 科          目 予算額 実行額 残額 実行率 

  前期繰越金   1,463,172     

会費 年会費 1,380,000 1,185,000 195,000 86% 

  主事会費 10,000 10,000 0 100% 

  特別メネット会費 90,000 90,000 0 100% 

  広義会員会費 30,000 30,000 0 100% 

  新規入会金 20,000 0 20,000 0% 

  新規会費 60,000 30,000 30,000 50% 

  ビジター会費 30,000 56,000 -26,000 187% 

雑収入 物産販売 300,000 354,800 -54,800 118% 

  ニコニコ 175,000 249,802 -74,802 143% 

  オークション 150,000 114,803 35,197 77% 

  その他雑収入 50,000 0 50,000 0% 

  合計 2,295,000 3,583,577 174,595 92% 

      

支出の部 科             目 予算額 実行額 残額 実行率 

会費 西日本区会費 336,000 343,000 -7,000 102% 

  連絡主事会費 4,000 4,000 0 100% 

  特別メネット会費 24,000 24,000 0 100% 

  区大会支援金 500 14,500 -14,000 2900% 

  臨時徴収金 42,000 0 42,000 0% 

  阪和部費 56,000 51,000 5,000 91% 

  ＣＳ負担金 50,400 126,800 -76,400 252% 

  日本区へ入会金 13,000 6,500 6,500 50% 

例会費 例会食事費 250,000 322,980 -72,980 129% 

  納涼会補助金 60,000 38,637 21,363 64% 

  クリスマス補助金 60,000 13,000 47,000 22% 

  新年第二例会補助金 80,000 47,368 32,632 59% 

  リーダー招待費 40,000 40,000 0 100% 

  ゲスト謝礼 100,000 82,000 18,000 82% 

  会場費 120,000 120,000 0 100% 

  第二例会費 20,000 0 20,000 0% 

事務費 事務費 25,000 14,840 10,160 59% 

  通信費 25,000 9,630 15,370 39% 

物品費 会員名簿（西） 53,200 51,300 1,900 96% 

  会員名簿（東） 2,000 1,200 800 60% 

  誕生・結婚祝い 75,000 92,610 -17,610 123% 

交際費 会長交際費 25,000 40,000 -15,000 160% 

  慶弔費 50,000 34,510 15,490 69% 

  阪和部主査協力費 10,000 10,000 0 100% 

事業費 ＹＭＣＡへ協力金 300,000 261,581 38,419 87% 

  らくらく登山(ｻﾝﾎｰﾑ) 60,000 60,000 0 100% 

  リーダーOB 連絡事務費 10,000 0 10,000 0% 

  ブリテン 120,000 150,300 -30,300 125% 

  ブリテン郵送費 84,000 103,220 -19,220 123% 

  地域奉仕事業費 50,000 41,638 8,362 83% 

  メネット事業費 50,000 50,000 0 100% 

  事業活動費 50,000 14,280 35,720 29% 

その他 予備費 50,400 15,880 34,520 32% 

  合計 2,295,500 2,184,774 110,726 95% 

 次期繰越金   ¥1,398,803   

   会計   望月  強 

   会計監査  山内 信三 
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 8 月は特に大きな行事はありません。８月２３日（土）の居酒屋のプログラムでちょっと工夫を凝らした「夏祭り」

を予定しています。 

 
  今後の予定  
 
９月２１日（日）１０時～１３時 
「東ＹＭＣＡ大掃除ディ」：東ＹＭＣＡに関わる人々で大掃除を予定しています。また、昼食を囲んで交流の和を広げま

しょう。 

 

10 月 12 日（日） 
「第 3 回レインボークラブ」：日頃外出の機会が少ない人たちと一日楽しく過ごします。まだ参加した事のない方、是非

ご予定に入れておいてください。詳細は後日。 

第 1 回（5 月 18 日）、第 2 回（7 月 13 日）は天保山ハーバービレッジ周辺で海遊館、大観覧車、大阪湾クルージング等

を一緒に楽しみました。 

 
「ユースリーダー安全基金」感謝！ 

8 月末までの期間で「ユースリーダー安全基金」の募金をしています。 

既にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。ユースリーダーの安全研修を中心に有効に使用させていただき

ます。恐れ入りますが、募金はまだ受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 
 

  暑中お見舞いと 
         一学期終了の報告 

 
蝉の鳴き声が耳に残るこの頃ですが、皆様いかがお過ごしでしょう

か。暑さにばてないように、又、エアコンの冷たい風に身体をこわさないようにこの夏も健康管理には気をつけましょう。 

さてウエルネスでは、第１９回大阪ＹＭＣＡ体操交歓会（７月２０日 於土佐堀ＹＭＣＡ）を最後に１学期を無事に終了

しました。１年生～６年生までの体操クラス９名のお友達が参加しましたが、全員が賞状を貰える良い成績を収められま

した。それぞれが次の試合への目標が持てた有意義な 1 日でした。 

サッカー、野外、プレスクール、バスケ、剣道と各教室（ピアノ、習字等）も無事に１学期を終了し夏休みに入っていま

す。スタッフを始め、指導者も夏のプログラムに突入しましたが、おかげを持ちまして昨年より多くの参加者を集めており

ます。東ＹＭＣＡの夏プロの人気はなんと言ってもデイキャンプ！今年は５０名の参加があり、嬉しい悲鳴を上げている

状態です。４日間宿泊はしないで、野外に遊びに行くプログラムですが、幼稚園児から小学３年生の子ども達が対象で

す。今年は嶌岡館長にもお手伝いいただき、８月２６日～２９日の４日間で活動をしますので、子ども好きなみなさんの

ボランティアに期待しております。是非子ども達のいい笑顔を観に来てください。お問い合わせは、ウエルネス脇本スタ

ッフまでお願いいたします。デイキャンプ以外にも、阿南キャンプ、サッカーキャンプ、短期集中教室等、この夏もアクテ

ィブに活動していきます。夏の終わりに日に焼けた、たくましい顔のスタッフ一同をご覧下さい。また、大きな事故もなく、

無事に夏のプログラムを終了できますように、共にお祈りいただければ幸いです。 

                                                             宮本 修司 

 

ＹＭＣＡ「安全の日」キャンペーン懸賞作品募集中 
大阪ＹＭＣＡでは、「安全の日」にちなんで、次の通り作品を募集します。 

テーマ 「みんなに知らせたい身近な安全」 

       私たちは日常生活の中でヒヤッ！としたり、ドキッ！とした経験をすることがあります。日々の生活で気をつ

けていることや、心地よく、イキイキ、すくすく、安全に生活するために、日頃私たちがどのように安全に気を

つけていったらよいのかなど、身近な安全についてみんなに知らせてください 

応募作品  作文（４００字詰原稿用紙１枚）ポスター、イラスト（4 つ切大用紙 1 枚）その他（川柳・短歌・標語など） 

募集締切  9 月 9 日 

賞   品  入選（図書券 1 万円）  佳作（図書券 5 千円） 

応募先   各ＹＭＣＡ 

－６－ 
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「河内クラブと私」 

伊藤 玲子  
 

河内クラブの誕生は我が家が八尾へ引っ越し

たのと同じ時期で約 30 年同時進行の歴史を歩ん

できたことになります。家業一筋に子供たちの成

長を見守り続けてやってきました所、東大阪

YMCA が身近なところに出来たことで、家庭以

外の人々との交わりが広がりました。 ワイズメ

ンクラブは家族と共に奉仕するクラブとあり私

も、子供たちも主人についてワイズの集いに一緒

に出かけるようになりました。日本区、たまには

外国の人々とも気軽に接しられ、子供の多感なと

きにホームステイの経験も積んでこのクラブの

お陰で国際感覚が自然に身に付いたことは有難

いと思っております。現在少しですがサンホーム

で喫茶を手伝わせて頂いております。ここでも多

くの人との交わりを通して語り合い、時には童謡

を歌ったり昔の思い出を語り合い、共に涙を流し

たりして支えあっています。いろいろの年齢の人

たちとの交わりがとても楽しいひと時です。一杯

のコーヒーから多くを学ばして頂き私の活力に

なっています。これもワイズに縁があるからこそ

と感謝しております。 
 
 
 
 
 
 

２００３～２００４年度 
阪和部メネット事業 

 
「未来に繋ぐ為に」・・・ 

あらためてメネット事業って何 
畑本久仁枝 メネット事業主任 

 
事業計画 

１．国際プロジェクトへの協力 
ボリビア国コチャバンバＹＭＣＡのプロジ

ェクト「知的障害を持つ青少年の生活支援」

への継続支援。 
２．国内プロジェクトへの支援 

「絵本づくり大作戦」の実施 
スペシャルオリンピックス日本への継続支

援 
３．ＩＤ（国際メネット事業主任）を国際会議に

送るための支援 

４．ＲＳＤ（区メネット主任）への支援 
 
◎ 各クラブメネット会の推進とクラブ相互の交

流・参加 
◎ メネット強化月間（９月）等で、メネットも

参加・協力できる例会を企画しましょう。 
◎ クラブのブリテンに「メネットコーナー」を

設けて頂き、メネットの活動予定や実施報告

を掲載して頂きます様にお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 

阪和部合同メネットの集い 
ご案内 

 
紅葉の季節に古都奈良で「阪和部合同メネット

の集い」を開催いたします。多数ご参加下さいま

すようご案内申し上げます。 
 
日時 ２００３年１０月１１日（土） 
    １１：００～１４：００ 
    登録開始１０：３０より 
場所 「あすなら」奈良市男女共同参画センター 
    ＪＲ奈良駅西口改札を出てすぐ 
    再開発第１ビル ２階 
会費 ３０００円 
講演 河瀬 直美氏（映画監督） 
 
申し込み締切りは９月３０日（火）までに 

奥山に 

紅葉踏み分け 

鳴く鹿の 

聲きくときぞ 

秋はかなしき 
 

－７－ 
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HAPPY BIRTH DAY           WEDDING ANNIVERSARY 

藤井  中 １９？？年 ８月 ５日生         結婚記念日の方はおられません 

中野 義彦 １９４１年 ８月２２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  Youth Activities   
リーダーとの交流を持てる良いタイミングです。一緒に活動してお互いの理解を深めましょう。 

                               平野 実郎 Y サ・ユース事業主任（名古屋） 

  

 

河内クラブ８月納涼例会 

ご案内 
（リーダー招待例会を兼ねて） 

 

と き ８月３１日（日） 

ところ サンホーム６階 

じかん １４：００～１７：００ 

かいひ メン・メネット ３０００円 

 

オークション献品のお願い 
例会時に行います恒例のオークションへ

の献品をお願いします。１家族１点で結

構です。売れ筋の品物をお願いいたしま

す。 

 

クラブメンバーは例会準備のため

に１３時には集合して下さい。 

 

 

 

 

第１５回 阪和部部会 

ご案内 
 

 

と き ９月１４日（日） 

ところ 奈良県歯科医師会館 地下ホール 

    近鉄西大寺駅 徒歩７分 

じかん １０時３０分から１４時３０分 

かいひ ４０００円 

 

 

  

８８月月－－９９月月のの予予定定 

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 

    ８月３１日（日）京都部部会  

 

９ 
９月 ５日（金）第２例会 サンホーム 

９月 ７日（日）びわこ部会 

９月１３日（土）西中国部会 

９月１４日（日）阪和部会 奈良歯科医師会

館 

９月１８日（木）第１例会 サンホーム 

９月２１日（日）中部部会 

９月２３日（祝）瀬戸山陰部部会 

９月２５日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

９月２６日～２８日アジア大会 

          フイリピン マニラ 

９月２７日（土）六甲部部会 

 

 

 

 

Wind�From�Kawachi 
  
 暑さも本格的になってきました。この２～３週間は

暑さのためか、加齢による体力不足のためか、仕事のス

トレス？のためか体調がすぐれず、体調が優れずと云う

よりも気力の減退でパソコンを相手にするのに非常な努

力を強いられた。暑さにも慣れたかやっと気力が充実し

て来た感がします。もう少しエネルギーを充

電してパワーアップをします。 
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