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２００４～２００５年度【標 語】 

クラブ標語「為せば成る!」 興味と意識と熱意を持って 初田 稔 
阪和部標語「The Right Choice」－良き 選択－  永井 康雅（紀の川クラブ） 
西日本区標語「皆な仲間 働こう」 Be Soul-Mates  –to work hand in hand--  柴田善朗（京都さくらクラブ） 
アジア標語「Love your neighbors as yourself」自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ  長尾ひろみ(日本) 
国 際 標 語「Let Your Light Shine」－輝かせ あなたの光を －  ジョン L チョア (韓国) 
メネット標語「メネットの和を広げ ともに働こう “全ての人にハッピーシャワー”」 石合 昭子(大阪西) 

Let’s Serve Together in Wider Circle!  “Shower of Happiness to All The People”  
 

【今月の聖句】  コリントの信徒への手紙Ⅰ   16 章  13－14 節 
強く生きなさい。何事も愛をもって行いなさい。 

―大阪ＹＭＣＡ2004 年度年間聖句― 
 

３０期の会長をお受けして 
                                      会長 初田稔 

前期田中会長との継続を意識し、今期の標語を 「為せば

成る！」興味と意識と熱意を持ってとしました。  今までは、

クラブの役員に選出されても、事業委員長に選任されても一

部の方は、自分がどんな役割を果たさなければならないかを

あまり理解しておられなかった。今期はそんな事の無い様に

７月例会で自分の役割と今期にするべき事業や計画を発表

して頂く事にしました。少し生意気な発言と受け取られるかも

知れませんが、口に出して皆さんの前で発表することによって自分にもプレッシ

ャーを掛けて、必ず活動をして頂けるものと確信しています。来年の６月の最終

例会には胸をはって活動報告して頂けると今から楽しみにしております。 

２３年前に最初の会長を拝命しました。ワイズに入会して６年目の右も左もわ

からない、３０代の元気だけが取り得のガムシャラな会長を務めた記憶がありま

す。 

今期は素晴らしいキャビネットに恵まれて、この一年が皆さんとの楽しい活動

の場となるであろうと固く信じて、会長を務めさせていただきます。 

現在は体調もすぐれず、皆さんにご心配をお掛けしておりますが「病は気から」と申します、気力できっと病を克服

します。「為せば成る！」と。 

前月の出席率訂正 ％を ％に訂正いたします。 

第３０期 ク ラ ブ 役 員 
会 長: 初田 稔 副会長:横田 憲子・望月 強 書 記:正野 忠之・岩坂 正雄 会 計:佐古 至弘・増石 広之 

メネット会長:初田真佐子 直前会長:田中 惟介 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．Kisweb.ne.jp/kawachi-ys/ 

会 員 数 ２２名 ゲスト＆ビジター        ２８名 ６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 ５名 現金 11,500 円 ６月分 ６月分 
会 員 出 席 者 １８名 例 会 出 席 者 ５１名 累計 45,500 円 ０枚 35,900 円

メ ー ク ア ッ プ ２名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 ０pt 累    計 累    計 
６ 月 の 出 席 率 ９１.０％ ６ 月 の 全 出 席 者 ６３名 累計 45,500pt ０枚 299,159 円

７月例会プログラム 
７月１５日（木）サンホーム６Ｆ

     

  司会 岩坂正雄君 

開会点鐘        初田 会長

ワイズソング      一   同

聖句朗読        新本英二君

ゲスト＆ビジター紹介  初田 会長

会長挨拶        初田 会長

食前感謝        新本英二君

食事          一   同

次期役員・事業委員長活動方針発表

インフォメーション   各 担 当

誕生・結婚祝      初田 会長

にこにこアワー    増石＆大谷君

ＹＭＣＡの歌      一   同

閉会挨拶・点鐘     初田 会長

 

７月例会担当班 
Ａグループ 

新本・岩坂・増石・石田・芳澤・

大谷・ 
準備の為に６時に集合して下さい。
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  ６月例会報告   
２００４年６月１７日（木）１８:３０～２０:４５ 

― サンホーム 6 階 －               記録 岩坂 正雄 

   

出席者(敬称略) 
メン  

伊藤、岩坂、佐古、笹川、嶌岡、新本、田中、初田、藤井、増

石、丸尾、宮本、望月、山内、横田、芳澤、正野、箕浦 

メネット  

伊藤・新本・田中・望月・初田 

ゲスト&ヴィジター 
国友朝子・江見淑子・桑原頼子・今井利子（以上なかのしまクラ

ブ）、永井康雅・永井由紀子・松本守生・鈴木彰・坂本智・東雅

子（以上紀の川クラブ） 

スタッフ＆リーダー 
浅井・森・細田・中西・池永・柳川・西村・加納・高山・松岡・菅 

なにわ舞人（まいんど）の皆さん 
寺田美保子・小路美穂子・福崎美由紀・牧浦マリ子・井上ユキエ・元

村泰子・久賀正子 

 以上 ５１名 
 

参加者が５０人を越す盛会となりました。 

年度最終例会であり、新阪和部長による役員交代式、

中西部・阪和部合同の新年例会の確認、恒例のリーダ

ー招待、そして「元気づけ」をモットーにする“なにわ舞

人（まいんど）”のダンス出演など盛り沢山で“田中内閣”

最終例会が盛り上がりました。増石君の名司会ぶりに感

謝します。 

田中会長挨拶 

西日本区大会時に訪問した

永平寺での感銘からこれか

らのワイズ活動のスピリットを

得られたこと、年間を振り返

って芳澤君、横田君など入

会間もない方がたの積極的

な活動に感謝すると共に、

ネガティヴ・シンキング（否定的想い）を克服して次期会

長を支えていって欲しい、と格調高い挨拶でした。 

永井阪和部長挨拶 

２０数年前のワイズ入会以来、河内

クラブの人たちから特別な親しい交

わりを得、色々啓発されることが多

かった。田中会長は外見に似合わ

ず繊細さの持ち主、初田次期会長

は気配りの豊かな人柄です。部長

標語（主題）を「良き選択」としました。中西部から阪和部

が独立して以来会員数が減少しています。何としても元

の２００人以上に増やす努力をしたい、各クラブの活性

化に期待します。 

役員交代式 

現役員、次期役員

が正面に並んで、

永井部長の厳かな

式辞朗読と初田次

期会長の決意表明

が述べられ、カメラ

フラッシュと万雷の

拍手で「初田丸」の

船出が祝福されました。そして田中会長と田中メネット

会長に感謝の記念品と花束が贈られました。 

ここで“なにわ舞人（ま

いんど）”の６人の舞姫

（ 平 均 年 齢 ５ ０ 歳 く ら

い？）が色鮮やかなハッ

ピ姿に鳴子の賑やかな

リズムに乗って登場。河

内音頭やソーラン節を

ベースにした編曲のリズミカルな音楽に合わせて迫力あ

る“元気づけ”のダンスを披露してくれました。田中会長

の発案で、リーダーも河内クラブのハッピをまとつて飛

び入り参加、次年度に向かう新しい門出に元気付けら

れました。 

初田会長の活動

方針と抱負が発表

され、初田メネット

会長からメネット主

査の「スペシャル

オリンピックス協賛

Ｔ シ ャ ツ 販

売キャンペ

ー ン 」 が 紹

介され、初

田会長から

「全員購入

すべし」との“勅令”が発せられました。 

インフォメーション 

田中メネット会長から、国内プロジェクトで取り組んだ絵

本作りが完成、クラブにも届いている。 

宮本主事より、７月１１日のレインボークラブへのボラン

ティア協力の依頼・ 

松本守生氏より、紀の川クラブ２０周年行事と阪和部会

（１０月１０日）への出席ＰＲ。 

田中会長より、西日本区大会で受けた数々の賞の紹

介。 

盛りだくさんのプログラムを終えて、田中会長任期の最

終閉会点鐘はいささか感慨無量。メネットからの“良くや

った”とのお褒めの言葉に慰められて、高らかな点鐘で

閉会となりました。 

閉会後、うなぎ・ちりめんじゃこ・ワインのチャリティ販売

があり好評でした。 
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にこにこ語録 （敬称略） 

 記録増石広之＆芳澤伸之 

 

永井部長(紀の川) 今日は部長

になって一発目の公式訪問で非

常に緊張しました。今年一年宜

しく御願いいたします。  

永井メネット主査(紀の川) 今日

はメチャハッピーな大阪のおばさまの踊りを見せていた

だいて和歌山は大阪に負けるなぁ、と思いましたが元気

を頂き、有り難う御座いました。  

松本書記(紀の川) 先週ブリテンを送っ

ていただいて、蝶ネクタイ姿の初田さん・

田中さん、望月さんを見て先月が訪問た

ったら良かったのにと思ってましたが、今

日は元気な例会を見せて貰い、今回も

良かったと思いました。阪和部と言う土俵に上がらせて

貰いますが、ご指導ご支援よろしくお願いいたします。  

鈴木会計(紀の川) 河内の人とは西日本

区大会の時からのおつきあいで同じクラ

ブの人かなと思う位です。当時紀ノ川が

ホストをして、その時の理事、書記、役員

の伊藤、丸尾、初田さんがここに居られて

親しみを感じております。こんごとも宜しく  

今井(なかのしま) 今日の河内は内輪

の話で遠慮しようかなと思ってましたが

永井部長やなかのしまクラブからもくる

ので、寄せて貰いました。  

國友会長(なかのしま) つい先日、本当

に思いがけない賞を頂いて大変喜ん

でいます。家に盾も、賞も置いて本当

なんだと眺めていますが、たった一つ

悔しいことがあります。もっとお洒落し

ていったらよかった。（笑） 

坂本(紀の川) 西日本区大会ではご一

緒に食事が出来なくて残念でした。私達

は、場末の食堂で７００円の食事をして

かえりました。帰ってビバを見ましたら、

伊藤さんの写真の中に あれ～と言う位

の馳走が並んでいて・・・もう、悔しくて。

そのことをいいたくて。（ほんと、おいしかったでぇ～）

（笑い）  

東(紀の川) 紀の川クラブの東です。も

う一人和歌山クラブにも居られて、よく

間違われますけれど、おとなしい方の

東です。（うっそ̃、笑い）今日こちらで

ダンスをしているのを見て、昔世界大

会の時に、河内クラブが先頭に立って

河内音頭を教えていただいたのを、思い出しました。私、

来月から会長をせんならんので嫌やなと思っていました

が、今日のげんきで頑張りたいと思います。 

押川リーダー リーダーの押川です。今日はご招待頂有

り難う御座いました。  

西リーダー 有り難う御座いました。 

宮本 先日西日本区大会に行かして頂きまして、その

間本当にゆっくり出来たのはお風呂に入っているときだ

けかなと思いながら、本当に美味しいお食事も頂きまし

て有り難う御座いました。  

望月 永井さんこれから一年間宜しくご指導おねがいし

ます。又なかのしまクラブからは４名の方に来ていただ

いて有り難う御座いました。我々は１月８日の新年合同

例会の実行委員になっていまして、何回かお会いして、

今の踊りよりも圧倒されています。さすが日本一のクラブ

やなと思います。田中さんの作ったパンフレットを配って

沢山の人を集めるよう頑張りたいと思います。  

箕浦 田中会長、メネット会長走りすぎたかも知れませ

んが有り難うございました。又、初田会長体に気をつけ

てがんばってください。  

浅井(スタッフ) こちらに来まして２ヶ月経ちました。電話

口で“東 YMCA の浅井です。”という「東｝が仲々でなか

ったのが２ヶ月経って、出るようになりました。今回ブリテ

ンに投稿しました。心配していましたが、宮本さんがブリ

テンを持って居られるのを見まして、何という良い文章な

んだろうと思いました。是非お読み下さい。 

森(スタッフ) 今日は楽しい踊りで良かったと思います。  

細田(リーダー) 今日は踊れて楽しかったです。この元

気なおどりを、皆に伝えて行きたいと思います。有り難う

御座いました。  

松岡(リーダー)きょうは楽しい踊りと美味しい食事をいた

だき、有り難う御座いました。  

中西リーダー 今日はご招待有り難う御座いました。楽

しい踊りを踊らせてもらって十分楽しめました。  

池永リーダー  今日はご招待頂きまして有り難う御座

いました。踊りながらもっと体力をつけなあかんと思いま

した。今年も子供達にとって良いプログラムを作れたら

良いなと思っています。 

山内 楽しい踊りで元気を貰いました。徳島の阿波踊り

や盆踊りとか色々なおどりがありますが、ジャンルで分け

たら何にはいるか、考えていたところです。  

江見(なかのしま)  なかのしまクラブ

の次期会長をさせていただきますの

で、色んな所に行って皆さんとお友

達になれたら良いなと思っています。

その一弾として、河内クラブ例会に

出席させていただきました。新年合

同例会準備はパートナーシップを持ちながら、一年かか

ってお友達になるチャンスをあたえられたと、思っていま

す。横田、望月、田中さんと 2、３回お会いして理解を深

めていたんですが、今日は急に深まったと思います。よ

そのクラブへ行くと本当に勉強になるんですね。ブリテ

ンを見ていまして、田中会長の最初のページ同世代な

んだという雰囲気で、一寸嬉しかったです。それから会

長交代式ではなくて、役員交代式なのかとか。お雛様

のように２人並んで居られるのも、新鮮でしたし、ホーム

グランドに伺うことで、パートナーシップが深まるし、この

様な方たちに支えられて委員会が出来るのだなと理解

ができて、面白かったです。 

桑原(なかのしま) なかのしまクラブの

桑原です。初めて阪和部のクラブに参

加しました。これからもよろしくお願いし

ます。  
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新本 先月河内クラブではメネットに感謝をする、集会

をしてメンは皆蝶ネクタイをするようにとの事だったので、

先月購入しました。勿体ないのと、永井部長への表敬の

意でもって蝶ネクタイをしてきました。以前私が紀の川

へ伺ったときは、永井さんニューフェースでしたが、今日

は部長として良くおいで下さいました。 

新本メネット どうも有り難う御座いました。先月はメネッ

トに感謝といふ例会でしたが、私は出何も来ていません、

今日は手近なところのお花で永井さんのテーブルを飾

らせてもらいました。 

岩坂 雛壇の女雛、男雛これまで色々とご指導頂きまし

て有り難う御座いました。カメラを持っている初田さん 

これから一年いっしょに頑張って行きましょう。永井部長

一年間宜しくご指導下さい。  

伊藤 岩坂さんと同じでございますので、心を込めて。

家内の誕生日祝い有り難う御座いますという事で。１００

００ワイズと１０００円を入れておきます。  

菅スタッフ 今日は YMCA のサッカーで田中会長紹介

のグランドで練習があり、先程帰ってきました。踊りが見

られなくて大変残念です。後の楽しみは、このお弁当を

しっかりと食べたいなと思っています。有り難う御座いま

した。  

嶌岡 踊りを見せていただきまして、元気を頂きました。

いつまでも体を動かすことと、熱中できることがあるのは、

素晴らしいことだなと思いました。 

横田 ２年まえに、中西部から大きな顔をして移ってきま

してその報いとして中西部、阪和部新年合同例会の実

行委員長うけさせて貰いました。紀の川クラブ、なかのし

まクラブ、河内クラブの皆様方どうぞ宜しく御願いします。

リーダーの皆さんも今年一年よろしくお願い致します。  

丸尾 一年前に小さな顔して戻って参りましたが、参議

院が昨日解散しまして、今日はここから見ますと国会の

会議室のレイアウトに似てるなという印象がまず最初に

ありました。閣僚席とか、与党席があります。私は、来期

も閣外ですし、委員会も何もやっていませんし、所謂端

っこという事になっております。何故か季節はずれの雛

壇に男雛、女雛でそれを見ていると、来月の会場のセッ

ティングはこれしかない。裁判所スタイルでお願いしま

す。    

佐古 家内の誕生祝いを有り難う御座いました。田中会

長ご苦労さんでした。ダンプカーの如くに走りまして、付

いていくのに難儀しました。来年も又会計を承りましたの

で、皆さんに嫌な顔をさせんならんですが、よろしくお願

いいたします。 

高山リーダー 今日は、ご招待をしていただいて、有り

難うございました。  

加納リーダー 本日はご招待有り難う御座いました。踊

りも楽しかったし、ご飯も美味しかったし、有り難う御座

いました。  

望月メネット 今日は遠いところから、沢山のかたが来て

いただいて、有り難う御座いました。田中会長さん、メネ

ット会長さん有り難う御座いました。今期は初田さんよろ

しくお願い致します。余り無理をしないでやっていって

下さい。  

初田メネット 沢山おいで頂きまして有り難う御座います。

先日主人曰く、西日本区大会で「なかのしまクラブ」が

沢山表彰されて手強いなと言ってましたがよろしくお願

い致します。それと、メネット会長もこれで３回目なんで、

もうメネット会長はイヤですと言ったら、名前だけでよい

から何もせんで良いからとの事で、名前だけの会長で

すので宜しく御願いします。  

初田 何もせんでも良いからと言われてクラブの会長を

したのが２３年前。その時に伊藤さんに何もせんでも良

いからなと言われたのが運の尽きでした。家内にはその

轍を踏まそうと思って言ったので間違わない様に。それ

と江見さん、普段は田中会長には取り巻きがずらっと居

るんですが、今日で会長職が終わるんで干してるんで

す。 

増石 今日は参加者とプログラムが盛り沢山で、しかし

「時間内に終われ」と言うプレッシャーでしたが、此処ま

で来たら終われそうに成ってきました。この後ここでチリ

メンジャコ、うなぎ、ウイスキーの物品販売かあります。乞

うご期待。 

正野 両会長お疲れ様でした。昨年田中会長に引き継

ぎさせていただいてから、この一年間はほとんどクラブ

の行事も抜けることが多くて、嫌みの強い田中さんもさ

すがに良くやったとは、言ってくれませんでした。昨年

出来なかった分初田会長の期に一層頑張りたいと思い

ます。 

笹川 YMCA やワイズに一寸だけ足を入れた心算でし

たが、何かもう少し覗いてみたいな、もう少しやってみた

いなと思っています。今年は、ブリテン編集長の役を貰

って役に立つかどうか分かりませんが、皆様のご指導を

得て頑張ってみたいと思います。  

藤井 今晩は。今年はクラブで役が付いていましたが、

私事で色々ありなにも出来ませんでした。今日も実家へ

行ったんですが、良い結果が出なくて遅くなりました。又、

出来るようになりましたらやらしてもらいます。  

田中メネット 一年間皆様有り難う御座

いました。私は余り出来ませんでした

が。その分主人が随分頑張ったと思い

ます。でも、私、１２回の例会全部出席

できて嬉しく思っています。有り難う御

座いました。  

田中会長 ここは雛壇とか何とか言ってますが、本当は

さらし首になっているような所で、居心地が悪かったの

ですが、先程家内が主人が頑張ってくれたと言ってくれ

たので他の誰が言ってくれたよりも嬉しく思っています。

家内も親の介護に忙しい中、一回も休まずに来てくれた

し、私の原稿の最初の読者で有りますし、今回の合同

例会のパンフレットの感想でも、この様な感じのものは

初めてやねと言ってくれましたし、心強い応援者であり

ました。来月にもう一度開会点鐘をする予定だったんで

すが、来月は無理なので、今日交代式をして貰いまし

て、一年間の任期を終わらして貰います。会長も今日で

終わりですし。本当は時間を無視して、長々と喋ってい

たいんですが、どうも有り難う御座いました。 

 

本日のにこにこは３５,９００円でした。ご協力に感謝いた

します。 
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任期を終えるに当たって。 
              田中 惟介 

 

クラブ再生内閣、と思いを定め、年

間計画をイメージし 遂行して来たつ

もりだが、危機感に対する認識の温

度差は期の出だしから妙に違和感と

してまとわりついていた。 

立ち上がりのエネルギーがその分う

わすべりし、途方にくれた事もあった。 

 どうにでもなれと投げ出さなかったのは、私の能力（ち

から）を出しきって達成感を持ちたいと思いなおした故

である。 最後の例会を終えた今、辱知辱友に助けられ、

良い仲間の熱い思いに励まされたしあわせをしみじみと

かみしめ、解放感の中にたゆたうことで、満たされてい

る。 

 ところで・・・私はクラブの現状をよく大河を

行く船に例えてきたが、ある日思い込みで

描いている私の舟と異なる船を描いておら

れることを知った。全員に尋ねた訳では無

いから解かりません。 豪華客船と手漕ぎボートほどの

差異は無いとは思いますが とにかくずれていた。統一

した意識のシンボルが曖昧であったことが冒頭の違和

感の原因であると思い至った。 

 喋りすぎとか長すぎるとか揶揄を込めて言われることに

は慣れているが、とても大切なことは思いを込めて語り

つくしてもなお伝わらないのはなぜかということ。 

超えられない壁があるのか？ 各人に問いたい。これ

からの数年、クラブ活性化の為に重要なことだから・・・。

ここには私の思いはもう書かない。一会員に戻り、穏や

かに発信を続けたいと思う。 

  河内クラブは元気があると言われる機

会が再三あった事からも（・・お世辞を差し

引いても だ）大きな可能性を秘めた素晴

らしいクラブだと確信する。初田会長を盛

りたて良い一年間を作り上げたいと思います。 

 

 

 

             河内午餐会  
 

  ６月２２日(火)１２時３０分 
 

出席者  
石田・山口・嶌岡・宮本・笹川・佐古・大薮メ・

望月 
 

来年度の午餐会について、特に河内メンバー以外の人

達にも参加の出来る方法を話し合う。 
一例としてタイムリーな話題を取り上げ、年金問題等の

話を聞く会を持つ。 
少しずつ発展できるように努力します。 
 
                 望月 強 

 

 

３０期 第１回役員会  

２００４年６月２４日（木） 東ＹＭＣＡ 
 

“為せば成る！” 興味と意識と熱意を持って 

日本区強調月間 Kick-off・EMC-C 

 

出席者  
初田・田中・横田・佐古・笹川・新本・芳澤・増石・嶌岡・ 

望月・正野 

 

７月例会  

７月１５日（木）・サンホーム 

担当：Ａ班 

  新本・岩坂・増石・石田・芳澤・大谷・ 

 

プログラム  
Kick-off  

役員及び各事業委員長の活動方針発表 

 

例会役割分担 
 司会 岩坂正雄君   聖句朗読 新本英二君 

 食事手配 芳澤伸之君   食膳感謝 新本英二君 

 ニコニコ 増石広之君＆大谷美佐子君  

 

ブリテン原稿 
 役員会報告  初田 稔君  

例会報告  新本英二君  

 Ｙニュース  宮本修司君 

サンホームニュース    嶌岡正明君 

 メネットコラム     望月メネットさん 

 にこにこ語録 岩坂正雄君  

 

審議事項・連絡事項 
○７月例会プログラム検討・時間配分 

○ジャガイモの発注 今年も１０トン １０００箱を発注 

○７月１８日 安全の日  ３００００円を支出承認 

○８月例会（納涼例会） 

日時決定 ８月２９日（日） 午後１時～４時まで 

  参加費  メン・メネット・ビジター ３０００円 

スタッフ １０００円 リーダー 無料 

リーダーＯＢ（１ファミリー）１０００円 

○７月例会において次期予算案の承認 

○紀の川クラブお祝い金 承認 

○結婚・誕生祝いについて 

  今年もワイズ振興券を使用する 

  期限は２００５年８月末日までとする 

  ゲストの誕生日も結婚記念日にも贈呈する 

○ゲストスピーカーについて 

今期はエコロジー関連をメインとしたい。 

○８月１日 関西いのちの電話チャリティーコンサート 

○９月役員会は９月２２日(水)とします 

○２００５年６月１１日～１２日 西日本区大会 神戸 

○２００５年８月２６日～２８日 アジア大会 韓国 
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西日本区大会 

フォト報告 
其の１ 
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其の２ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
～ 楽しき仲間の 
   コラボレーション ～ 
     
 絵本作りのトキメキ、西日本区

大会のセレモニーの緊張感、そし

て、懇親会の微笑ましきメンとメネ

ットたちです。 

 

 帰路には、越前海岸を走り、橋

立漁港の美味しい昼食の舌鼓。 

心もお腹も、うーん！満腹。  
 
“無事カエル”  

お疲れ様でした！ 
 

雰囲気を味わって下さい。 
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 ＹＭＣＡ安全の日 
７月 18 日はＹＭＣＡ安全の日です。夏を迎え水の事故が多くなる季節です。水の事故だけではなく少しの

気の緩みや不注意で事故は起こります。十分に気をつけたいものです。 
今年も下記のＹＭＣＡ安全キャンペーンが実施されます。 

  安全に関する作品募集（写真、絵画、俳句、作文等） 
  水の安全キャンペーン（ポスターの掲示、セーフティハンドブック配布） 
  安全キャンペーンの支援金募金 
  7 月 18 日（日）救急救命講習会 

（9:30～12:00・サンホーム・受講希望者はウエルネス浅井まで） 
 

イキイキ健康生活セミナー 
年間を通して 10 回のセミナーです。第 1 回は既に終了しました。今後 7 月 9 日（金）、8 月 6 日（金）、 
9 月 10 日（金）、10 月 9 日（土）、11 月 12 日（金）、12 月 11 日（土）が予定されていますのでご都合が

つけばご出席ください。参加費無料 
第

２

回 

７月９日（金） 

14:00～15:30 

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 
第

３

回 

８月６日（金） 

14:00～15:30 

‘痴呆’について考える ～地域で支えていくために～ 
       東大阪市健康福祉部 西保健センター 保健師  

 
２００３年度 東大阪ＹＭＣＡ河内ワイズメンズクラブ Ｙサ取り組み記録カード 

２００４年６月２４日現在カード回収者 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「野外幼児冒険クラブの 1 日！」 
 
 季節はずれの台風が２つも通り過ぎました。天気の移り

変わりの激しい今日この頃ですがみなさまいかがお過ごしでしょうか。 
さて、みなさんは飛ぶ玩具というと何を想像されますか？竹とんぼ・紙飛行機・・などいろいろあると思

います。６月の幼児冒険クラブの例会はそんな飛ぶ玩具を作りに行きました。午前中は土佐堀の近くの靱公

園でペットボトルロケット・シャボン玉作りです。シャボン玉作りでは幼児の顔ほどもあるシャボン玉を「わ

ー！！キャー！！」といいながら、みんなで追いかけてはこわして遊びました。ペットボトルロケットは思

ったよりも高く飛んで飛ばしていたリーダーから「あんなに飛ぶと思わんかったー。」という声がもれていま

した。午後からは土佐堀ＹＭＣＡの体育館で今度は自分達で牛乳パックを切って紙トンボ・紙コップロケッ

トを作りました。それぞれがあーでもないこうでもないと試行錯誤しながら、世界で一つだけの自分の玩具

を作って楽しみました。そうして子ども達と遊んでいると、昔はほんの些細なことにも感動していたんだな

と改めて感じることができました。皆さんも機会があれば是非メンバーと一緒に遊んで一緒に感動をして下

さい。お待ちしております。 
                            東ＹＭＣＡ 細田 敦子 

 
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。 

 伊藤

玲子 
笹川

桂子 
佐古

至弘 
新本

英二 
新本

力子 
田中

惟介 
初田

稔 
初田 

真佐子 
横田

憲子 嶌岡正明 

会館大掃除 ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ 
東Ｙまつり ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 
街頭募金 ○  ○ ○  ○ ○  ○ ○○○ 
ジャガイモ荷おろし   ○ ○  ○ ○   ○ 
ワイズクリスマス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
らくらく登山 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
ふれあい祭 ○  ○    ○ ○  ○ 
レインボークラブ  ○    ○ ○  ○ ○○ 
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連載ＮＯ １３ 
 
「河内クラブと私」 

箕浦 陽子 
 
 本当にご無沙汰をしております。日々の生活に追

われ、河内クラブのメン・メネットの皆様と共に奉

仕活動に参加出来ない事を大変残念に思っています。

しかし、送られてきますブリテンには必ず目を通し

て『自宅出席？』を楽しんでいます。表紙の会長メ

ッセージはその年毎のクラブの方針が良く伝わって

きます。一番時間をかけて読むコーナーです。例会

報告とにこにこ語録はゲストスピーカーのお話とメ

ンバーのコメントがマッチングして当日の雰囲気が

紙面に再現されて、思わず微笑んで時には声を立て

て笑ってしまいます。出席者のお名前を見て「ああ、

お元気にご活躍なのだ」と、写真のお顔に「あら、

少しふっくらされたかな？」と勝手なことを思って

います。その他日本区や他クラブの行事案内に年間

の動きを知ります。でも、なんと言ってもメネット

コーナーが一番の楽しみです。それぞれのメネット

さんのクラブに寄せられるお気持ちが良く書かれて

いて、ご一緒させていただいた頃が懐かしく甦って

きます。メネットさんからたくさんのことを教えて

いただきメンのお支えとして働き？そして本当に楽

しく遊びました。このコーナーが途絶えることなく

続いていることに心より感謝をし、メン・メネット

の皆様のご活躍をお祈りいたします。今しばらくは 
ブリテン愛読者として『自宅出席』をさせていただ

きます。 
 
 追：この原稿を書いている私の机の上には、メネ

ットコーナーの挿絵と同じ切り絵の額を飾っていま

す。 
 

 

 

任期を終えて・・・       
田中加代子 

 

 ２回目のメネット会長のお役を無事に終え ほっとして

います。 ５年前より 気分的にずっと忙しい日々を送り

ながら、思い返してみると 以外に多くの行事にも参加

できましたし 皆様と楽しい時をもてたことが なにより良

かったと思います。 

ＹＭＣＡまつりのフライドポテト販売、クリスマスの合唱、

部会への参加、野村別邸見学と食事会等 思い返せば

多くの方のご協力とご賛同があったればこそ と感謝い

たします。 1 年間 本当にありがとうございました。 

 

３回目のメネット会長を 
お受けすることになって 

メネット会長 初田真佐子 
 
主人は以前より次期会長を引き受け

ることを匂わしていました。しかし、

私は３回目にもなりますし「もう 嫌

ですよ」と言っていました。それ以上

言えばお互いに気まずい思いをするの

で黙ってしまいます。 
会長が本決まりになり、前と同じ事を言ったら「何

もしなくていいから」と言いました。内心「やった！」

と思いました。 
メネットの活動方針を発表し、ブリテンに載せる

原稿の依頼も、ただ黙って他の書類と一緒にテーブ

ルの上に置いているだけです。締め切りが迫ってき

て初めて「早よ書けよ」と言う状態です。 
私はこの一年、メンの補助的な働きをしようと思

います。何もしなくてもいいと言われても、メネッ

トさんとの活動は楽しいし、お食事会や観劇会、野

山の散策などもご一緒に行いたいと思います。皆さ

んには色々なアイデアを出していただいて、私を引

っ張って行って頂きたいと思います。 
それと例会出席の顔ぶれがいつも同じです。一人

でも多くのメネットさんに出席して頂きたいと思い

ます。例会に参加すれば必ず得るものがあると思い

ます。 
今年１年よろしくご協力をお願いいたします。 

 

 

２００４－２００５年度 

西日本区メネット事業 
石合 昭子 メネット事業主任 

 

１．事業主題 
メネットの和（輪）を広げ ともに働こう 

“すべての人にハッピーシャワー“ 

Let’s Serve Together in Wider Circie! 

“Shower of Happiness to All The People” 

２．事業方針 
● メネットはメンと共に 例会及びＹＭＣＡ地域奉仕

に参加し、メネット活動を通してメンの良きパート

ナーとしてワイズライフを楽しみ、また協力を惜し

まず善き働きを目指していきます。 

３．事業計画 
● 国際プロジェクト 

国際からの連絡待ちとなっています。 

● 国内プロジェクト 

スペシャルオリンピックス日本への支援 

２００５年２月に長野で開催される冬季世

界大会に向けての支援。これまでメネット事

業が行ってきた集大成として。スペシャルオリ

ンピックス冬季世界大会のシンボルマーク入り

のＴシャツを販売することにより、５００万

人トーチランの活動資金を援助いたします。 



Ｙ’s Ｍｅｎ’Ｓ Ｃｌｕｂ Ｏｆ Ｏｓａｋａ Ｋａｗａｃｈｉ， Ｒｅｇｉｏｎ Ｊａｐａｎ Ｗｅｓｔ  JULY  ２００４ 

  

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 

                             

日本区通年強調目標 Public Relations 
あなた自身がワイズメンであることに誇りを持ち、ワイズ活動で得た喜びをあなたの言葉で友人・知人に

広報してください。                       野田泰伸 広報事業主任（京都ウエスト） 

 

西日本区強調月間  Kick-off・EMC-C 

出会いと心のふれあいを大切にし、親睦や交流により仲間の輪をひろげよう。 

                              松岡 義隆 ＥＭＣ事業主任（長浜） 

  

 

社会福祉法人 関西いのちの電話 

チャリティーコンサート 

 
幸田 聡子 

ヴァイオリンの調べ 
 
日 時 ２００４年８月１日（日） 
    １３時 受付 １４時 開演 
場 所 いずみホール 
チケット代 前売２０００円 当日３０００円 
 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 
 
阪和部ウエルネスウオークのご案内 

  
里山の自然学校「紀泉わいわい村」であそびません

か。 

 
メン・メネット・コメットご家族の皆様、奮って

ご参加下さい。 
 
日 時 ２００４年９月２６日（日）現地集合 
行き先 紀泉わいわい村 里山自然学校 
会 費 ２０００円 小・中学生は半額 
 

 
 

 

 

 

 

 

７７月月－－８８月月のの予予定定 

７７月月 
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１０日（土）～１１日（日）西日本区役員会 

ホテルクライトン新大阪 

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１１日（日）サンホーム レインボークラブ 

７月１５日（木）第１例会 サンホーム 

キックオフ例会 

７月１８日（日）ＹＭＣＡ安全の日 

７月２２日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

８８月月  
８月 ６日（金）第２例会 サンホーム 

８月２６日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

８月２８（土）第１回主査会 

メネット会長会 

南ＹＭＣＡ １３：００～ 

８月２９日（日）納涼例会   

サンホーム 午後一時から４時まで 

  

  
 

Wind�From�Kawachi 
 

初田会長の、精魂込めて作られて来たブリテンの引

継ぎを担うことは、大変な重責の道を歩むことになり

ます。まさか私が‥？真坂の坂の道を行く？ 自問自

答の迷いに、会長の温かいお心に触れ微力を省みず努

力する決心をしました。   
クラブに愛を深めて来られたブリテンの誇りを保持

し、今まで通り言葉を心と内容に載せ親しまれる新聞

を、ご指導のもとに発行していく所存で参ります。 
クラブ会員及び参加者の方々に記事取材を依 頼

し、発行予定日までに原稿をお寄せ下さい

ます様、ご協力をお願い申し上げます。 




