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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−
畑本久仁枝（京都トゥービー）

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？
【今月の聖句】 コリントの信徒への手紙Ⅰ 12 章 27 節
「あなたがたはキリストの体であり、一人ひとりはその部分です。」

６月例会プログラム

最終章

６月１７日（木）サンホーム６Ｆ

会長 田中惟介
銅鑼の音が響き、入港間近である。鼓腹撃壌し讃歌を歌う
時がきた。
（6 月例会を楽しもう）
とりあえず無事航海を終え 安堵の吐息をつこう。安心し
て休息を取ろう。

（又会う日まで）

次の船出の為のチャートはしっかりと引き継いである。

（・・・・つもりだ）

この一年間の 多くの働き人に感謝と賛辞をおくります。ありがとうございま
した。
この一年 巻頭言を書き続け 多くのご声援を頂いたことに 感謝したい。他
クラブからの反響の方が多かったことに若干物足りなさを感じるが、いろんな思
惑もおありでしょうし 屈託もあるのだろうと推量します。私、見た目ほど豪胆
ではなくガラスのような神経の持ち主で,鎧の下の見えないところに多くの傷を負
っています。しばらくの静養の後 回想録の執筆にかかります。職務上我慢した
(言えなかった)思いを赤裸々に書こうと思っています。愛読者の皆様（ほんとに
居るのか？）ご期待下さい。ブリテンの片隅にでも載せていただければ ですけ
れど。
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５月例会報告
２００４年５月２０日（木）１８:３０〜２１:１５
― サンホーム 6 階 −
記録 伊藤 玲子
出席者(敬称略)
メン
石田、伊藤、岩坂、佐古、笹川、嶌岡、新本、田中、中野、初
田、藤井、増石、丸尾、宮本、望月、山内、横田、芳澤、大谷

メネット

見本が回覧された。次に田中メネット会長が畑本メネット
主任の河内クラブへのメッセージを代読されました。い
よいよ絵本作りも最終段階になり、区大会で披露されま
す。色も優しく、動物の表情も愛らしく、きっとアフガンの
子供たちにも>喜ばれるでしょう。

伊藤・新本・田中・中野・望月・大藪

ゲスト&ヴィジター
今井利子（以上なかのしまクラブ）、杉浦英・文子、林成子、佐藤
千鶴子、岩本章・二三子、高橋辰夫、福森淑子（以上奈良クラ
ブ）遠藤通寛。典子（以上泉北クラブ） 吉川尚子、小野剛蔵

以上

３８名

第一部：例会のテーマ
「メネットと女性メンバーに捧げる感謝の宵」
杉浦阪和部部長、杉浦阪和部メネット主査（公式訪
問）遠藤広報事業主任ご夫妻、奈良
クラブより５人、なかのしまクラブ１人、
大谷メネットご友人、吉川様、クラブ
メン、メネット合わせて３８名の出席
者で、注目の的は初田司会者の胸
元 の切 り絵の お手 製の蝶 ネク タイ
（特大は黒、中は赤い蝶）で登場、出だしから楽しい例
会の予 感がしました。
サンホーム６Ｆの例会場は平常と異なりテーブルには
真白いテーブルセンターが置かれその上に小さな花か
ごには中野メネット自家栽培の愛らしい草花を田中メネ
ット会長が彩りよく活けられ、赤いいちごまで顔を覗かせ
ている何より
もアットホー
ムな設えで
蝶ネクタイの
凛々しいメン
がお客様を
お迎えしまし
た。
杉浦阪和部部長は７回目の訪問で、河内クラブはらく
らく登山、ロビー展、１万ワイズのアイディア、ホームペ
ージ等田中会長のパワーが絶大であるとのお褒めを頂

き、ワイズ歴１７年の中この１年が素晴らしい経験をしま
したと、話されました。
続いて、杉浦メネット主査はアフガニスタンへ贈る絵
本大作戦への御礼に加えてカラーコピーされた絵本の
−２−

第二部：ステージの中央にクラッシックギターリスト小野
剛蔵先生が黒のシャツにグリーン系さおり織の衣装で登
場されました。荒城の月、赤とんぼ、雨降りお月さん、ふ
るさと、ゆりかごの歌、宵待ち草、島原の子守唄（この歌
は男性の子守が歌ったと初めて知りました。その背景を
しんみりと伺いました。）最後に黒田節でした。
歌い継がれている曲ばかりで全員うっとりとメロディをく
ちずさんでいました。曲の前には歌の背景の解説も入
れて頂き作詞、作曲の心情を語られました。ギターでの
日本の叙情歌の楽譜がなかったので、ピアノ曲からご自
身で編曲されたそうです。

小野剛蔵先生作詞、作曲；“嫁ぐ日に”
１、いつまでも子供と 思っていたあなたが
いつのまにかきれいに 輝いていた
ふとしたそのしぐさに 幼い日がよみがえり
嬉しさと淋しさに 戸惑う私
ありふれた 言葉さえ言えずに この日まで来た
けれど 今は有り難う
いつまでも子供と 思っていたあなたが
いつのまにかきれいに 輝いていた
２、あなた やはり私の子どもだわ そうでしょ
お父さんに似た人を 見つけていた
今日のあなた素敵ネ 私に似ているかしら
いつまでも その笑顔忘れないで
ありふれた 言葉さえ言えずに この日まで来た
けれど 今は有り難う
いつまでも子供と 思っていたあなたが
いつのまにかきれいに 輝いていた
娘を嫁がせる母親の心情を歌い上げた曲でこの日のメ
ネット例会にはピッタリの選曲であったと思います。
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娘を嫁がせた多くのメネットさん達も胸に迫るものがあっ
たように感じました。奈良クラブ福森メネットから（実はお
弟子さん）より先生へ花束贈呈があり、まさか生徒がここ
に！とビックリされていました。
第三部：心が満たされた後
今度はメン総出でのサー
ビスによるお食事タイムで
飲み物は如何でしょう、梅
酒は、コーヒーは、紅茶は、
コーラーはと注文を聞きに
こられ、特に芳澤“マスタ
ー”は日頃サンホームの喫
茶ボランティーアで腕前を磨いておられるので、貸衣装
を自費で１万円を払いホテルマンのキラキラ衣装でばっ
ちり決めておられました。カップ、グラスも本物を使い（普
段は紙コップ）その上、豪華なピザのあつあつのご馳走を

切り分けて下さるのに、プロでもやりにくい所、メンが一
生懸命、「メネットは何もしないでただ座っていて下さい
よ」と言われているので、メネットもお手伝いをしたい所、
必死でこらえているのがユーモラスでした。代わる代わる
注文に応じて下さり、こんなことはワイズメンズクラブなら
ではの事でした。メン、メネットの微笑ましい風景でした。

少し時間がオーバーしているのに全く気がつきませんで
した。ニコニコの言葉の内容は楽しさで満ち溢れていま
した。この演出は田中会長の加代子メネットへの心の底
にある感謝を表現する例会です、と言われた方がおられ
ましたが、大笑いで皆さん、頷いておられました。こんな
和やかなメネット例会は河内クラブの歴史に残るでしょ
う。
今年の５月は母の日が２度あった様な気分でした。
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にこにこ語録

（敬称略）

初田稔 記録

新本 5 月には２回六甲山に上がりました。１回目は仙
波会で２回目は六甲山ＹＭＣＡの５０周年記念募金の満
額達成で記念募金達成感謝の会です。
丸尾 ４０代半ばからクラシックギターを始め、１０数年や
りました。一応はアルハンブラもアストーリアスも暗符出
来ましたが、ワイズの仕事が忙しくレッスンに通えなくなり
ました。また性根を入れて始めたいと思いました。
中野 岩坂さんが所要で先に帰られました。ニコニコを
預かっておりますので入れておきます。 田中会長の似
顔絵の入った新興券を貰うたびに「ケナシテ」おったん
ですが、次から「ケナセナク」なると思うと残念に思います。
（来年も使うで！）コレ？、コレ？又使うの 嫌やな（笑い）
伊藤 童謡と言うのは二十歳くらいに聞くと思い出の期
間は１０年か１５年なんですけど、私のように７０歳をすぎ
ると５〜１０歳に聞いた歌は６０年の間隔があります。期間
が永いほど心に滲みる感があります。
田中メ 今日はメンさん達に楽しい例会を有難うござい
ました。今日のテーブルの上のお花は、中野さんのお宅
の庭から頂いてきました。
高橋（奈良） 今日で四十路になりまし
た。今日の誕生日記念に頂いたワイ
ズ新興券は、前から欲しかったので良
い記念になりました。

遠藤 （泉北） 山内さんが先日行わ
れたＹＭＣＡチャリティゴルフで優勝
されましたので、お祝いに駆けつけ
ました。今日は非常にメリハリのある
例会で、流石は河内クラブでした。
遠藤メ 去年娘が嫁に行きました。
その間私は入院していましたので、歌って頂いた歌のよ
うな会話が娘とは出来ませんでした。娘は不安な気持で
嫁いだと思いますが、私が元気だったら歌のような会話
をしたと思います。
小野（ゲスト） 今日はお招きを頂き有難うございました。
つくづくご縁と言うのは不思議なものだと
感じました。ちょっとした触れ合いが後に
なって私の大きな財産になっているよう
に思います。久し振りにお会いしたこと、
今日のような素晴らしい出会いを頂いた
ことに感謝します。
今井（なかのしま） こんな素晴らしいプ
ログラムは何方が決めたんでしょう。お
聞きしたら役員会で決めたんでしょう。
いや、田中会長のご意見でしようと言う
方が多かった。後少し有りますがこの
一年間良いプログラムを有難うございました。出席出来
たのも良いプログラムで有ったからだと思います。
伊藤メ 素晴らしいメネット例会を企画して頂い
たメンの皆様有難うございました。小野先生がお召
しになっています「サオリ織」が日本の抒情歌と良
くマッチしてすごく雰囲気が良かったです。「嫁ぐ
娘への歌」を聞かせて頂きました何年か前に娘を嫁が
−３−
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せましたがその時は「行っておいで」と（爆笑）嫁がせまし
たが、今日はその時を思い出して涙ぐんでしまいました。
初田さん来年もいい企画をして下さい。ハ・ハ・
ハ・・・・・・・・。
中野メ 素晴らしいメネット例会を有難うございました。
いつも何気なく歌っている歌も解説をして頂いたらよく解
ります。「嫁ぐ日」の歌はジーンと来るものがありまして実
感です。
大藪メ 素敵な演奏と様々な趣向を凝らされたメンの
方々に感謝いたします。ウチのメンはどうしているのでし
ょうか？（爆笑）と思いつつ楽しい時間を過ごさせて頂き
ました。
望月メ メネットの皆さんの出席も少なくなって寂しく思
います。他クラブから沢山お出で下さって有り難うござい
ます。
杉浦（奈良） ワイズ新興券は記念に
持って帰ります。代わりに万国共通
券を入れます（爆笑） 目を閉じてギ
ターの音色を聞いておりますと、６０
年前に秋田市で過ごした子供の頃
の思い出が頭に浮かんで感傷に浸
っておりました。
杉浦メ （奈良） 小野さんは奈良では有名なのです。今
日はお一人ですが、「宵待ち草」に酔いしれました。今日
は結婚祝と誕生祝を頂きまして、ニコニコに２万ワイズを
入れられます。
佐藤メ（奈良） ５３年ワイズに関わっていますが、奈良ク
ラブも楽しいクラブですが、河内クラブ
の楽しさはこれが昔からのワイズのク
ラブの楽しさだとしみじみ感じておりま
す。何処かに主人が居るような気持で
す。私も死ぬまでワイズに関わらせて
頂きたいと思います。（拍手）
林メ（奈良） 今日は本当に素敵な
例会です。一年に一度メンがメネッ
トに感謝する。これは永年奈良のメ
ンさんが何時気が付いてくれるか
（爆笑）と思っておりました。今日は
クラブの会長も来ておられるので、
私が言わなくても判っておられると
思います。今度は息子を嫁がせる気持も歌って頂きたい
と思います。（爆笑）
岩本メ（奈良） 楽しい例会を有り難うございました。河内
のメネットさんが羨ましくて、結婚祝も
頂きましたが、家庭では何も無くて（ご
主人の方を見る）・・・・。嬉しかったで
す。小野先生のギターはよくお聞きす
るんですが、歌声は初めてでお上手
なのにびっくりしました。（爆笑）
福森（奈良） 私は去年ワイズに入れ
ていただいた新米です。小野先生に
ギターを習っています。何で此処に
居るのかという顔をされていましたが、
先日のテニス大会で田中会長とご一
緒になり、本日の例会に呼ばれまし

−４−

た。お顔を見て小野先生を思い出し、先生にそっくりな
方とお会いしましたとメールを入れておきました。
岩本 （奈良） 河内の皆さんとんで
もない例会を開いて下さいまして、
（爆笑） 私どもメンが帰ると緊急動議
を出さないとならないようなハメにな
る例会でした。最後の曲「黒田節」は
よろしいですね、「酒は飲め飲め」で
すよ（笑い）
藤井 此処のところ色々ありまして少し落ち込んでいまし
たが、今日は久し振りに良い曲を聞かせていただきまし
た。
新本メ ｷﾞﾀｰは娘が中学生の頃に習っていましたので
たまには聞いたことがあるんですが、初めてこんな素敵
な音を聞かせていただきました。ピザも初めて今日食べ
ることが出来まして（笑い）有り難うございました。
吉川 今日は本当に楽しいひととき
を過ごさせて頂きまして有り難うござ
いました。小野先生のギターにとても
感動いたしました。
大谷 メンの皆さん有り難うございま
した。みなさんとてもステキで見直し
ました。（拍手）島原の子守唄は修学
旅行でガイドさんに教えて頂いてからとても好きな歌でし
た。
芳澤 今日は足元の悪い中、お忙しい中を遠路はるば
るお越し下さいまして （爆笑） 誠に有り難うございました。
今夜はグッスリと眠れそうです。
嶌岡 芳澤さんは１万円を掛けたそうですが、私の蝶ネ
クタイは家内の手製です。（拍手）本当に今日はメネットに
感謝したいと思います。
宮本 初田さんがあんな大きい蝶ネクタイを用意されて
いるのが判っていたら、お借りすれば良かったと後悔して
います。小野先生の最後に言われた「黒田節」のことを
「キンク・ザ・民謡」今後も使わせていただきます。
佐古 素晴らしい演奏を聞かせて頂き有り難うございまし
た。関西の「古賀先生」と思って聞かせていただきまし
た。
増石 小野先生のギターは勿論ですが、解説が非常に
良かったです。デジカメは１５６シャッター写しました。ど
ないになっているか楽しみです。
石田 入会して半年ですが、以前から入っているような
気分でおります。昔の歌を聞かせていただいて懐かしく
感じておりました。
望月 らくらく登山での協力に先ず感謝いたします。当
日に参加されたレンジャーの方から写真と次回も参加し
たいとの連絡がありました。嬉しいことです。明日に所用
で済州島に行ってきます。河内クラブと親交のあった金さ
んのお墓参りと田中会長の信書を持参して行って参りま
す。今回のメネット例会の本筋は、田中会長が普段から
メネットに非常に迷惑を掛けている、その罪滅ぼしにやり
たいが一人では格好が悪い。そこで皆を引っ張り込んだ、
これが本音です。（爆笑）（皆さんを引っ張り込んで申し訳あり
ません 爆笑）

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００４年 ６月報
山内 日本の抒情歌の世界、本当に有り難うございまし
た。チャリティゴルフで優勝しました。９４でラウンドし、ど
んなわけかハンディを３４貰い、ネット６０でダントツの優
勝でした。８０台を目指して仕事の後４日間ほど連続で打
ちっ放しに通いました。右の膝と肩に激痛が走りまして
(笑い湿布とサポーターで治療していますが、歩くのにも
不便を感じております。（笑い）良い事ばかりは続かないな
と思っています。
初田 あまり目立たない司会者で（笑い）時間も大幅に延
長して申し訳ありません。先ほど今井さんは今年の会長
が良かったので例会に来ましたとおっしゃいましたが、来
期の会長は面白くないと思いますが是非来て下さい。
田中 時間がずいぶん押していますが、今井さんからも
褒められて来月なしで今月で会長が終ったら一番いい
なと思っています。私は普段から家内は大事にしており
まして決して決して粗末にはしておりません。小野さんは
ギター界の「さだ まさし」と呼ばれています。（笑い）演奏
時間と喋りの時間が半々くらいで、多分予定の時間はオ
ーバーするとは思っていました。アンコールもしなくて申
し訳ありませんでした。
横田 今日は田中会長ご夫妻のおこぼれで、愛と思い
やりをいただきまして涙が出るほど嬉しゅうございます。
有り難うございました。（拍手）
笹川 本当にご縁て不思議だなと思っています。人の繫
がりと温かみを感じております。以前に公会堂で先生の
ギターを聴かせて頂きましたが４０００円でした。今日はそ
の４０００円以上の値打ちがあったと思います。本当にト
ークがお上手なので楽しさが倍になりました。
にこにこは３９８００円でした。ご協力に感謝致します。

жжжжжжжжжжжжжжжжжжж

阪和部ＥＭＣシンポジゥム
２００４年５月２２日（土） 南ＹＭＣＡ２階ライブラリー

阪和部ＥＭＣシンポジゥムが西日本区の岡本就介事
業主任をお迎えして開催されました。
ＥＭＣは永遠のテーマ。何度話しても結論は出ませ
ん。しかし、継続していかなければならないテーマ
です。
Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ
ＥＭＣとは（Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ．Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ．Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ）
Ｅはクラブ拡張、つまり新クラブを設立すること。ＭＣとは、
会員増強と維持養育、つまり新会員獲得・会員意識高揚
を図ること。共にワイズメンの運動を直接拡大強化する事
業です。

２９期 第１１回役員会報告
２００４年５月２７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 評価・計画

出席者
初田・横田・笹川・佐古・中野・芳澤・増石・宮本・田中

６月例会
６月１７日（木）・サンホーム
担当；Ｃ班
新本・岩坂・正野・藤井・増石・山口・大谷・芳澤

プログラム
リーダー招待・役員交替式
次期部長公式訪問
なにわ舞人（アトラクション）

例会役割分担
司会
増石
聖句朗読 新本
食事手配 田中
食膳感謝 岩坂
ニコニコ 藤井・大谷

ブリテン原稿
役員会報告
例会報告
Ｙニュース
サンホームニュース
メネットコラム
にこにこ語録

初田 稔
岩坂正雄
宮本修司
嶌岡正明
箕浦メネット
増石・芳澤

審議事項・連絡事項
6 月例会プログラム検討・時間配分
部長公式訪問
アトラクション
評議会出席者確認
Ｙサ・ポイントカード
大阪ＹＭＣＡ午餐会
◆日 時◆
２００４年７月１４日（水）１２時１５分〜１４
午餐は１２時１５分〜４０分
講演は１２時４０分から
◆場 所◆
大阪ＹＭＣＡ会館９階９０４・５号室
◆会 費◆ １，５００円（昼食代）※講演のみは無料
評議会出席者 現・次期重複のまま提出。
紀の川クラブ祝会登録 6/15 まで
＊ 6 月例会時に確認し纏めて連絡する。
結婚・誕生祝いの収支および課題
＊ 補正予算で収支決済する
＊ 他クラブ分は振興券の主旨から発行することを可と
する。

−５−
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わいわいキャンプ
特養の外出行事の一つとして、今年は大海原へ出る予定です。
日時 2004 年 7 月 4 日（日）
場所大阪府青少年海洋センター（大阪府泉南郡岬町淡輪）
グループに分かれて大型ヨットに乗ります。
ボランティア募集します。

イキイキ健康生活セミナー
年間を通して 10 回のセミナーを実施します。場所はサンホームです。
（参加費無料）関心の有るテーマのみの参加も歓迎します。
その都度お知らせいたしますのでご参加ください。
日 程
第
１
回
第
２
回

６月１２日（土）
1４:０0〜15:３0
７月９日（金）
1４:０0〜15:３0

内
容
知って得する福祉情報 〜東大阪市の高齢者施策〜
ＹＭＣＡサンホーム 在宅支援事業部 在宅介護支援ｾﾝﾀｰ
吉田 絵理
今のうちに聞いておこう!! ベッドと車イス編 〜安心・安全な選び方〜
フランスベッドメディカルサービス 大阪南営業所
福祉用具専門相談員 舩木 勉氏

今期の初めに配布されました「Ｙサ・サービスカード」を６月例会にご持参ください。６月例会に集め
てポイントの集計をして、７月例会でポイントの多い方に感謝状を贈呈いたします。

大阪ＹＭＣＡウエルネスセンター
スタッフ
浅井 利崇
梅雨入りも目前に迫り、じめじめとした日が続いて
います。 本日、東大阪市の池原地区にある幼稚園を訪問した際に、道路脇の田んぼに稲の苗が
植えられているのを見ました。これから秋の収穫までその田んぼで大きく成長していくのを想像
したときに、私たちの活動と重ね合わすことができると感じました。 ５月のゴールデンウィー
ク中に、東ＹＭＣＡの野外ボランティアリーダーのトレーニングが箕面の山中にて実施されまし
た。テント泊での生活はもちろん、食事もすべて野外炊飯でおこないました。経験年数によりトレーニング内
容に難度を設けました。中でも、薪一本でご飯とおかずを一人で作る課題には日ごろ見せたこともない、真剣
な表情で取り組んでいるリーダーの姿を見ることができました。今回のトレーニングを通じて参
加したリーダーは個人の野外活動におけるスキルの習得だけではなく、共に過した仲間との関
係の中でさらに自分自身を見つける時を持つことができました。３日間という短い時間の中で
育ったリーダーがさらにＹＭＣＡの活動を通じて熟成され、たわわに実ることを楽しみにしてい
きたいと思います。
また、夏期特別プログラムの募集も始まります。多くの子どもたちがＹＭＣＡの活動を通して
大きく成長できるようにスタッフ、リーダーが思いを一つにしながら、準備をしていきたいと考えていますの
で、参加した子どもたちやリーダーが豊かに実ることができるよう、お力添えをいただきますようお願い申し
上げます。

7 月１１日（日）「2004 年度第 2 回レインボークラブ」ボランティア募集しています。
予定はまだ決まっていませんが、「ハーベストの丘」「海遊館」あるいはプールで水泳という話も出ています。

６月例会ゲストのご紹介
なにわ舞人（まいんど）
2002 年秋にグループ結成。
練習場 精華小学校
代表
寺田美保子氏
各種イベントに参加
担当窓口は㈱大阪ニット
-６-

元村泰子さんです

大阪河内ワイズメンズクラブ メネットコーナー
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済州クラブ訪問記
望月 強
連載ＮＯ １２

「河内クラブと私」
増石 民子
河内クラブと言っても、今ではまったくご無沙汰
しています。子供が小さい時には、クリスマス、夏
の夜店に行った想い出が少しあります。
今では主人だけが、お世話になっています。私は例
会やいろいろな催しには参加出来ませんが、どうか
お許し下さい。
今後とも主人がお世話になると思いますので、よろ
しくお願いいたします。

所用で韓国の済州島に行きました。２泊３日ですが、
１日フリーな時間が取れましたので、河内クラブの田
中会長の親書を携えて済州クラブを訪れることにしま
した。河内クラブと韓国済州クラブのＩBC 締結の中心
的な役割を果たされました金さんが、今年亡くなられ
ました。この機会にご霊前にお参りいたしました。

スペシャルオリンピックスへのご支援
２００５年世界大会のシンボルマーク入りのＴシ
ャツを着て応援して下さい。
Ｔシャツサポートの収益は５００万トーチランの
活動資金となります。
Ｓ．Ｍ．Ｌ．ＬＬ 色は３色
１枚 １５００円（各サイズ共）
詳しくは例会でご説明をいたします。

西日本区大会メネットアワーのご案内
日

時

２００４年６月１２日（土）
ＡＭ１０：４５〜ＰＭ１２：３０
会 場 加賀市文化会館
登録費 ￥１，５００−（昼食代）
■ 今期事業報告及び引継
■ 次期事業主任・主査ご紹介
■ 完成ワーク（絵本のシール貼り）
■ 懇親会 （昼食）

現在、金婦人はご子息夫婦とお孫さんと一緒に元
気に暮らしておられます。今回このような訪問が実現
いたしましたのは、新本さんよりアドバイスを頂き、宋
丁彦さんとコンタクトが取れスムースに運びました。宋
さんはすでに、７７歳だそうですが元気に自動車を乗
り回し、ワイズの事も済州副地区の総裁をしておられ
ます。
もう一人お会いしてまいりました。私の家に少しの
期間ホームステイをし、日本語の勉強に来ていた権
君とも、会うことが出来ました。彼は日本語も上手に話
すようになっています。済州島でお弁当屋をやってい
るそうです。今後の河内との架け橋になってくれること
を期待しています。
来々期は河内クラブも３０周年を迎えます。又その
一年後には済州クラブが２５周年になります。この機
会にＩＢＣ交流を盛んに出来るようにしましょうと話し合
いました。

皆様の声にお応えして絵本の販売を行います。（各
クラブには１冊贈呈）西日本区大会でプロジェクト
の報告後会場で販売いたします。事前の予約も受け
付けます。販売価格は１冊１０００円です。

河内午餐会
５月例会について、正野君に面白おかしく説明を
いたしましました。他の話題としては携帯メールの
活用について、情報交換をいたしました。
出席者
田中会長 正野 嶌岡 宮本 笹川 望月

写真左から
権君・私・会長・宋さん・権君の父・金夫人

−７−

Ｙ s Ｍｅｎ Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ

HAPPY BIRTH DAY
嶌岡 正明
伊藤 玲子
宮本 修司
佐古 利子
嶌岡いずみ

JUN ２００４

WEDDING ANNIVERSARY

１９４８年６月 ６日生
１９？？年６月 ７日生
１９６３年６月 ８日生
１９？？年６月１５日生
１９？？年６月２７日生

結婚記念日の方はおられません

日本区通年強調目標 Public Relations
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

評価・計画

全メンバーの今期なされたワイズダムの継続への努力が「豊かな人生の喜び」となり、我々自身が「未来に架
ける橋」となるために、ひとり一人が正しく評価を行い、次期につなぐ計画を確認いたしましょう。
大野 嘉宏 西日本区理事（京都パレス）

第７回西日本区大会
こんな大会もありだと思う
日時：２００４年６月１２日（土）
１３日（日）
会場：加賀市文化会館
宿泊：加賀山城温泉 ホテル百万石
ホスト：金沢ワイズメンズクラブ
金沢犀川ワイズメンズクラブ
京都パレスワイズメンズクラブ
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

６月−７月の予定
６
６月 ４日（金）第２例会 サンホーム
６月１２日（土）〜１３日（日）西日本区大会
加賀市文化会館
加賀山城温泉 ホテル百万石
６月１７日（木）第１例会 サンホーム
役員交代式
リーダー招待例会
６月１９日（土）第４回評議会（旧）
第１回評議会（新）
南ＹＭＣＡ
新・旧合同懇親会
６月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

７
７月 ２日（金）第２例会 サンホーム
７月 ３日（土）和歌山紀の川クラブ２０周年
７月１４日（水）大阪ＹＭＣＡ午餐会
午餐は１２時１５分〜４０分
大阪ＹＭＣＡ会館９階９０４・５号室
７月１５日（木）第１例会 サンホーム
キックオフ例会
７月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ

Wind

From

Kawachi

いよいよ今期も今月で終わり、新しい期となります。
役員も一新され、それぞれが色々な計画と予定を考えて
いる事と思います。次期は新年合同例会のホストをまた
次次期は３０周年記念会等大きな行事が山積してしま
す。
心を合わせて楽しいクラブライフを楽し
みましょう。
今期の役員の皆様にお礼を申し
上げます。お疲れ様でした。

―８―

