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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】 マタイによる福音書 5 章 16 節 
「人々があなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめ

るように」 
 

もの思う季節になって 
                  会長 初田稔 

暑かった夏も終わりを告げようとしています。 

納涼例会も幕を引き、各部の部会もこれから目白押

しに開催され、ワイズメンの活動も本格的になって 来

ました。 

２回の例会が終って自問自答をする事があります。

はたして私は会長として適任であろうかと・・・。自分の

能力を過大評価して、完璧を望むあまりにそれを人に押し付けて不快感を

与えているのではないだろうか・・・・・・。 

夕方の散歩をしていて家内が前を歩けば、視界を遮って歩きにくいと文

句を言い、自分が前を歩けば右や左に進路変更して、後ろから来る家内

が非常に歩きにくいとこぼす。会長というのはクラブの皆さんの総意を受け

て、クラブの進路を決定し、目標に向けて導くのが会長の仕事だと思いま

す。私の性格として他人に指示をされるのが嫌いであり、人の心を上手く

受け入れられない性格は、リーダーとしては最悪のパターンではないでし

ようか。人に左右されずに自分の思い通りに生きることを求め、その事に憧

れさえ抱いている自分自身が怖い。 
 

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        ２２名 ８度ＢＦポイント 書き損じハガキ 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 ６名 現金 0 円 ８月分 ８月分 
会 員 出 席 者 １７名 例 会 出 席 者 ４５名 累計 0 円 ０枚 0 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １１名 切手 ０pt 累    計 累    計 
８ 月 の 出 席 率 ８１.8％ ８ 月 の 全 出 席 者 ５６名 累計 ０pt ０枚 27,500 円

９月例会プログラム 
 

９月１６日（木）サンホーム６Ｆ 

     

   司会 正野忠之君 

開会点鐘       初田 会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       山内信三君

ゲスト＆ビジター紹介 初田 会長

会長の時間      初田 会長

インフォメーション  各 担 当

食前感謝       佐古至弘君

食事         一   同 

ゲストスピーチ    山川彩絵氏

 牛乳から見る食品の本質 

－本物の牛乳と贋物の牛乳－ 

誕生・結婚祝     初田 会長

ニコニコアワー   嶌岡&メネット

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘    初田 会長

 

９月例会担当班 
C グループ 

山内・正野・佐古・嶌岡・山口・
準備の為に６時に集合して下さい。
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  ８月例会報告   
２００４年８月２９日（日）１４:００～１７:００          記録 岩坂 正雄 

― サンホーム 6 階 －                

 

出席者(敬称略) 
メン  

初田、岩坂、佐古、正野、新本、嶌岡、田中、藤井、望

月、増石、箕浦、宮本、山内、横田、芳澤、中野、笹川 

メネット  

初田、大藪、伊藤、望月、新本、田中 

ゲスト&ヴィジター 
永井康雅（紀の川クラブ・阪和部長）、永井由紀子（紀の川クラ

ブ・阪和部メネット主査）・杉浦英（奈良クラブ）、杉浦文子（奈良ク

ラブ）横田充弘、西村誠（リーダーＯＢ） 

招待リーダー（１２名） 

岡本頼子、押川綾、関口めぐみ、森迫由佳、宮野絵里

子、小滝雅、小瀬弘之、竹菱泰生、松岡佑将、横江香

津子、中西喬子、奥川あや、 

スタッフ（４名） 

浅井利崇、菅秀晃、森秀範、細田敦子  

 以上 ４５名 
 

納涼例会に相応しい、浴

衣、アロハ等とりどりの涼し

げな出で立ちと、伊藤メン

労作の看板、佐古メンの工

夫による会場設営で気分

上々の雰囲気で、盛り上がりました。 

第一部・宮本秀司君の司会による第一例会。 

開会点鐘に続いてまず、インホメーション  

☆ ＥＭＣシンポジュウムについて（正野君）・ 

９月１１日  （土）南Ｙで正野君が発題予定 

☆ ロビー展について（笹川さん）・基本的に例年通りの

方針で（別紙チラシでＰＲ） 

☆ 会計より（佐古君）・ジャガイモ販売の必要資金が目

前に迫っており、クラブ会費納入お願い。  

☆ 長崎ＹＭＣＡより依頼（岩坂君）平和の便者クリスマ

スカード、コンテストの２５周年記念作品集（２３００

円）のＰＲ。 

☆ メネット会から（初田メネット会長）・奈良クラブから９

月１１日（土）夜の会合へのお誘い。 

☆ ＹＭＣＡより（浅井スタッフ） 

① 宮本主事は同盟研修のため９月～１１月の３ヶ

月間不在。 

② サンホーム大掃除９月５日（日）③第３回東Ｙ祭

り１０月３１日（日）への協力。 

 

初田会長の挨拶 

本日は台風接近にも拘らず準備が整えられて、楽し

い納涼例会を開くことが出来て感謝です。今月の聖句

「‥‥眠りから覚めるべき時が来ている」に目を覚まされ

た気持ちです。 

阪和部会への参加、他部の部会の案内 ９月２６日の阪

和部、ウエルネスウオーク参加アピール。 

永井阪和部長より、１０月１０日開催の阪和部会（高野

山）について詳しい説明と参加アピール。 

 

誕生日祝い   

藤井中氏（藤井メンの夫君）、中野義彦君、菅秀晃君（スタッ

フ） 

 

第二部 パーテー 

                      司会 正野忠之君 

ここで招待リーダーが賑やかに入場。華やかな食卓を

囲み山内メンの食前感謝、永井阪和部長発声で乾

杯！ご馳走たっぷりの立食パーテーが始まった。 

ひとしきり食事、歓談、交流の後、正野＆芳澤両君の工

夫による“名前でビンゴゲーム”が特性の番号札をつけ

ペアーを組んでのビンゴゲームを大いに愉しむ事が出

来た。 
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オークションは宮本、菅、両スタ

ッフのコンビ。会員持ち寄りの多

数の献品を次々と売り裁き、最

後にこれは又恒例の箕浦メン提

供のチリメンジャコが、アッという

間に売り切れ 売り上げ総額が６８、６６０円にもなった。

初田会長の点鐘をもって納涼例会の閉会となりました。 

 

納涼例会オークション集計表 

 
提供者 商品名 落札者 落札金額 

大藪 粉石鹸・ハミング ３人 1500

大藪 ブランデー 笹川 4200

芳澤 伸縮杖 岩坂 1500

芳澤 折り畳み杖 中野 1500

笹川 バッグ・本 杉浦 3000

笹川 泡盛 杉浦 1000

伊藤 タオルケット 芳澤 3000

伊藤 式布団カバー 横田 2110

伊藤 弁当箱 ４個 ４人 400

伊藤 冷茶セット 中野 1000

増石 額縁 ３枚 田中 1500

正野 小皿セット 望月 100

箕浦 ちりめんじゃこ ２０人 4000

箕浦 焼酎 岩坂 800

望月 コーヒー 正野 １１００

望月 洗剤 初田 200

石田 手作り額入押し花 望月 1300

石田 手作り額入押し花 初田 1800

藤井 アイロン台 ２ 望月・山内 1000

山内 ビール １ケース 箕浦 2200

横田 財布 田中 2000

横田 梅干 ２箱 伊藤・初田 3000

横田 ハンカチ 永井 2350

横田 ティッシュカバー 箕浦 1500

新本 しその酢漬け 増石 1100

新本 ピーマン・ししとう １２人 1200

新本 バッグ 杉浦 500

初田 ソーメン詰合わせ 田中 1400

初田 浴衣反物 望月 2600

初田 スニーカーソックス ３人 1200

岩坂 佃煮 笹川 2100

岩坂 ツムラ温泉の素 望月 1000

佐古 ボンチョ ２ 伊藤・永井 1400

佐古 バスタオル 杉浦 1300

佐古 レジャーランタン リーダー ?

杉浦 ウエッジウッド詰合せ 山内 2000

杉浦 ヘアケアーセット 芳澤 3000

田中 梅ジュウス ２ 望月・岩坂 2000

田中 シンビジゥム ２ 藤井・西村 2000

嶌岡 日本茶 田中 1000

浜岡 シュガー詰合せ 望月 1000

河内ク ビール ４セット ４人 2300

   

合      計  ６８６６０
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河内納涼例会素描 恒例の街録風スケッチです。 

      担当 Ｔ；田中惟介 Ｙ；芳澤伸之 

 
Ｔ；私ね、永井さんの反応とても好きなんですよ。これで何回目かな？

とりあえず今日のご感想から伺いましょうか・・ 

永井阪和部長；もう酔ってます。ははは・・河内のムード

に乗せられてしまうので、それを覚悟で来ています。（さ

きほど贈呈した腰蓑は？そうそうに脱いでしまわれて何

かあったんですか？）あの色がズボンについたらかなわ

んのでもうやめたんやわ・・ははは・ 
 

Ｔ；リーダー会長の中西さん、ビ

ンゴのコンビで写真撮ってもら

おうね？（写真撮影中）で・・今

日の感想 聞かせてくれる？ 

中西Ｌ；えぇ～？（どれが一

番おいしかった？）えぇ～？ 
（ワイズのソーメンって言って）

はいソーメンが・・え～と 

おろし生姜がいちばん・・・デス・・（無理やり言わせたみたい

やなぁ・・言わせてるやんか と誰かが・・） 

 

Ｔ；嶌岡さん感想を一言・・・（Ｙ；逆光です、こっちむいて・・） 

嶌岡；ハイこっちね・・ユ

カタ姿で納涼の雰囲気が

出てよかったですね。た

だ皆さんお揃いのユカタ

は慰安旅行の宴会みた

いですねぇ・・（中断） 
 

Ｙ；こんにちは～ お酒 強そう

ですね～ 

押川Ｌ；そんなことは無い

です。誤解です。（一日ど

れくらい飲みますか？）飲ん

でませ～ん（彼氏は？）いな

いです、募集中で～す。
（わかりました～また紹介しま

す） 

岡本Ｌ；野外のリーダーをしてます。（野外って、どんなことを

するの？）子供たちと、夏だったら阿南の無人島キャンプ

とかアウトドア活動をしています。（私も参加させてください・・）

はい、よろしくおねがいし

ま～す。 

小滝Ｌ；アドヴェンチャー

クラブの野外リーダーをし

ています。（喋り方を聞いて

いると文科系みたいですが・・・）

体育会系で～す。（どんど

んお酒飲んでくださいね～ つ

ぎ いきまーす）・・・・・・・・・（中断） 

 

菅Ｓ；え～クリスマスには（もうクリスマスの話かいな！笑い）田

中さんの演出で芝居をやります。（リーダー達；え～～？）コ

ント違うで、ほんまもんの芝居やで・・（拍手？・ミュージカ

ル・・？）ミュージカルって、田中さんにそんな・・（ドレミフ

ァ・・言うてみ？・・ 

某Ｌ；ど～～れ～～み～～ふぁ～～  (／-ω-＼)’’ 

（・・）目が点に  （しばし 爆笑の渦） 
芝居 やろーや。 うん やろう やろう 

田 中 ； 誰 か 脚 本 書 け

る？（はいはい）仲間の

キャラ分かってるやろう

から、主演にヨン様とチ

ェジュウみたいなの選ん

で 冬ソナみたいな・・河

内 の ソ ナ タ で え ぇ な

ぁ・・・（恋愛ものですかー？）そう恋愛物がええなぁ、出来る

だけ涙をさそうようなやつ・・ 

      （盛り上がりつつ テープ 中断） 
 

Ｙ；赤いシール張って・・おたや～ん こんにちは～  

笹川；もう酔ってますわ～（笑い）（何にですか～？） 

ビールにで～す。 ははは・・・ 
 

Ｙ；中野さん こんにちは～ 

中野；ハイ なに？ （インタヴューでーす）あぁ はい・・・沈

黙・・（Ｙ ？？？）インタヴューやったら、質問せな・・ （Ｙ 

あの～ 今日の感想を・・） 

つかれた。 （いつも 疲れてる 中野さんでした～） 

 

Ｙ；ご夫婦ですね？お名前をどうぞ・・・ 

望月；杉浦 強です。 

杉浦；（笑いながら）望月 文子です。 

（Ｙ；今日のご感想を・・・）ビンゴに当たってよかった～。（なに

が あたりましたか？）何か忘れたァ～（物忘れがひどい様で・・・・、

奥様は何が？）可愛いタオルハンカチが最後に当たりまし

た。（すべりこみで残り福ですか？）はぁい、ありがとうございま

したぁ。 

 

森Ｓ；（Ｙ；こんにちは～ 何のリーダーさんですか？・スタッフや・・笑

い）サッカーを担当しています。（Ｊリーグを目指しています

か？）私は あきらめました・・・オリンピックを目指すような

選手を育てたいと思っています。（頑張って下さいね、今日の

例会はどうですか？）めちゃくちゃ楽しかったです。（また是非

参加してくださいね）はいありがとうございます。 
 

Ｙ；会長こんにちは～一言おねがいしま～す。 

初田会長；急に言われたら何喋れば良いのかなぁ。 

テープが無駄だと言うことでやめま～す。 
 

Ｙ；ここに 酔っぱらいのオヤジがいました。ねぇ 箕浦さん 

箕浦；さっきのビンゴでなぁ、みやびちゃんと２人で“み”

を出さんようにしたやろ？“み”がでたらビンゴやゆうてん

のに・・・残念やったわ～ 
（いやぁ み がでない事によって み が深まると・・２人の愛がふかま

る・・と  むにゃむにゃ・・・あははは・・） 

 

     後は笑い声と喧騒で採録不能。 

かくのごとく賑やかに例会は続くのであった。 
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第３０期 第３回役員会  

２００４年８月２６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  Menette 

 

出席者  
初田・田中・横田・佐古・笹川・岩坂・芳澤・増石・嶌岡・ 

望月・山内 

 

９月例会  

９月１６日（木）・サンホーム 

担当：C 班  山内・正野・佐古・嶌岡・山口・ 

 

ゲストスピーカー  
山川彩絵(やまかわ さえ)氏 

 

例会役割分担 
 司会  正野忠之君    聖句朗読  山内信三君 

 食事手配 佐古至弘君  食膳感謝  佐古至弘君 

 ニコニコ 嶌岡正明君&メネット  

 

次月ブリテン原稿 
 役員会報告       初田 稔会長  

例会報告         岩坂正雄君      

 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(私の独り言)  石田鐡一君  

こーひーぶれいく    横田憲子君  

 にこにこ語録       笹川桂子君  

 

審議事項・連絡事項 
９月例会プログラム検討・ 

ジャガイモの経過について 

９月 ５日（日）サンホーム大掃除について AM１０:００ 

９月１１日（土）ＥＭＣシンポジゥム 

  南ＹＭＣＡ 中西部と合同   ＰＭ２：００～５：００ 

   参加者 横田・増石・佐古・正野 

５時からビアパーティー懇親会あり（実費） 

９月２６日（日）阪和部ウエルネスウオーク 

  紀泉わいわい村 ＡＭ１０：００集合 

  会費 ２０００円 現地集合の場合は１０００円 

  １５名以上を希望 

東 YMCA 祭について 

  ９月７日(火)に第１回準備会を予定 ワイズから１～２

名出席して欲しい 

各クラブ訪問について 

各部の部会の案内 

９月 ５日（日）九州部部会 

９月１２日（日）中部部会 

９月１８日（土）六甲部部会 

９月１９日（日）西中国部部会 

９月２０日（祝）瀬戸山陰部部会 

９月２３日（祝）京都部部会 

西日本区メネット事業の新プロジェクト 

〔STOP! HIV/AIDS〕 
 

”女性として母として  

あなたの愛する人は大丈夫ですか?” 
 

西日本区メネット事業の新プロジェクト 概要 
 

□ 長尾ひろみアジアAP、藤井祥子アジアASDの要請

を受け、西日本区メネット事業としてエイズ撲滅をと

りあげます。 

□ 〔STOP! HIV/AIDS〕と名付けられたこのアジアのメ

ネット事業は私たち西日本区メネット事業としても、

今期１年で終る事の出来ない重要な事業なので、

是非継続していただきたい。 

□ メネット事業だけでなく、西日本区としても応援して

いただきたい。 

□ 西日本区の副題として”女性として母として あなた

の愛する人は大丈夫ですか?”とする。 

□ アジアエリアの〔STOP! HIV/AIDS〕基金への支援も

する。 

 

エイズ AIDS とは? (後天性免疫不全症候群) 

Acquired (後天性)  
遺伝が原因で起こるのではなくヒト免疫不全ウイル

ス(HIV)が感染することで 
Immune (免疫)    
   病原体への抵抗が 
Deficiency (不全)    

十分に機能しなくなり 
Syndrome (症候群)  

その結果引起こされるさまざまな症状の総称です。 
 
ヒト免疫不全ウイルス HIV とは? 
Human  （ヒト）     

 ヒトに感染 

Immuno－Deficiency （免疫不全）  
病原体への抵抗力を働かないようにしてしまう 

Virus （ウイルス）     

病原体のことです。 

 

 

 

 カンボジアの子供達に歯ブラシを  
 

カンボジアの子供達へ送る歯ブラシ、学用品、ピア

ニカ、やリコーダーサッカーボール等の寄贈にもご協

力ください。 

河内クラブでは歯ブラシを集めたいと思います。未

使用であればどんな歯ブラシでも結構です。例会に

ご持参ください。纏めて送ります。 
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インド国際大会に出席して 
                                       望月 強 

 
会場の風景 

暑い時に暑いインドへ行く大変だなー、しかし時差は

３時半しかなく飛行機に乗ればすぐに違いないと思い

込み予定表もろくに見ないで飛行機へ乗り込みました。

現実は遠かった。香港経由ですので１時間機内で待機

しそれから５時間 やっと着いたと思いきや、デリーに到

着、そこでも１時間機内待機です。これで終わりかと思

っているときに、未だ先が長いと告げられると疲れがどっ

と出てきました。ほんとに先が長く、ムンバイまで飛んで、

そこから国内線でコーチンへ向かいバスでホテルへ、関

空を飛び立ってからホテルまで約１７時間半です。 

 開会式、バナーセレモニー、国際会長交代式、インド

元首相の挨拶等がゆっくりと整然と行われました。本来

は大会期間中に色々な会議がありその報告するのが務

めかも知れませんが、観光気分で出かけてきた私は、

夜のディナーが気になっています。ディナーは３日間あ

り、全て出席しました。２日目の全体会議（公開討論会）

はサボって、オプショナルツアーで朝から市内観光に出

かけました。３日目はアジア会議があり地域会長の長尾

ひろみさんが流暢な英語で議事を引っ張っていく、日

本人として少し誇らしく思いました。今年から東西日本

区が協力して翻訳機を持参していただき、そのイヤホー

ンのお陰で内容がわかり興味を持って聞くことが出来ま

した。重たい翻訳機を日本から持参していただいた事

務所の北村さんそして翻訳に携わっていただいた

方々々感謝いたします。午後からはコーチンの湾内をク

ルージングです。小さな船に分かれて乗りました。幸い

なことには我々の船はかやぶき風の船でインドに似合う

船に当りました。乗り合わせたインドのマーシャルに風

景の説明とかをしてもらい面白い思い出になりました。 

 晩餐会では元インド国際会長のスクマランさんに再会

しました。彼は十数年前ＢＦ代表で日本に来られました。

当時恵美奈さんがトラベルコーディネーターをしていて、

一緒に我が家でホームステイを致しました。その後国際

会長をされ、久しぶりの再会ですがよく覚えていただい

ていました。同じテーブルで奥様とお嬢様と我々で食事

を致しました。彼はお医者さんで、又娘さんもお医者さ

んをされています。同席した奥さんはピアノを教えてお

られるそうです。もっと英語が出来ればと悔やみました。 

 一番困ったのは食べ物です。何を食べてもカレー味

です。大阪でもインド料理としてナンを食べますが、味

が一味も二味も違います。スナック菓子もカレー味で機

内食も全てカレーです。私はカレーが大好物です。毎

日でも喜んで食べられると思い込んでいました。ところ

がカレーには参ってしまいました。日本に帰ってから未

だカレーは口にしておりません。カレーが好きになるま

で何日かかるかな。 
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芳澤伸之 

 
 

“こーひーぶれーく”のトップバッターと言う事で、や

や緊張しています。（ブリテンですし別に緊張することな

いですよネ！）前置きはこれくらいにして、さて何を話し

ましょう？ 

 

仕事柄、男ｖｓ女、女性の方が何故長生きするのか

を、話したいと思います。女性の方が長生きするとい

うのは、ほとんど世界の常識となっていますが、１９５０

年頃まではそれほど差は無かったそうです。 

妊産婦の死亡率が高かった事と、男児の方を大切に

育てる傾向にあったと言います。 

 それが医療の進歩と共に、女性が本来持っていた

生物学的しぶとさ（？）が発揮され平均寿命はどんど

ん延びていったそうです。何と言っても人体の基本、

染色体からして疾患に対する耐性が男性のものより

強力に出来ているのだ。しかも、女性ホルモンには血

管を広げる働きがあり、動脈硬化などの血管疾患を

予防するといい高血圧に悩む中年男性には羨ましい

かぎりだろう。 

他に生物学的要因は、性染色体は女性がＸＸ男

性はＸＹであるが、Ｘ染色体を２個持つ女性の方が免

疫力が強い。女性ホルモンに心筋梗塞、脳梗塞など

血管系の病気を予防する働きがある。女性の方が男

性よりエネルギー代謝率が低く活性酸素が発生しに

くい‥等など 

反対に男性の場合は成長期には危険な遊びに耽

り、青年期には喫煙や飲酒を覚え中年期には働き詰

めで不摂生な生活を送り、気がつけばストレスと生活

習慣病で身体はボロボロ～って、私の事かな？ 

何れにしろ、男女差は時代が進むほど拡大傾向に

あると言われている。男子諸氏！基本的な構造で女

性に負けているのだから、日頃から健康に注意しな

いと、平均寿命の差は広がるばかりですね。 

これはウカウカしてられないぞ～。 

                   完 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クラブ参加感想記 

                        増石広之 

８月２１日（土曜日）、奈良の納涼例会に行ってきま

した。奈良ＹＭＣＡの近くの社会保険センター内にある、

カフェ、ド、カルナックが会場でした。浴衣姿の辻野さん

の司会でリーダーが居り、外国人二人（サウス、鉄谷さ

ん知人）も参加、特別メネットの佐藤さん、宍戸さんが出

席されて歴史を感じました。 

阪和部第一号という入会式があり、永井部長、西山

主査も出席されて、華々しく入会式をおこないました。

西山主査もにこにこ顔でした。林会長の外人さんに対

するユーモアたっぷりの英語

は、場を和ませていました。日

本人が聞いてよく分かる英語

でした。  

食事は立食で飲み物も沢山

ありました。お蕎麦を二杯頂き

ました。今日は電車やぞっと思

ってもアルコールは余り飲めませんでした。オークション

も有り、夫婦で競っているカップルが三組程あって、不

思議な盛り上げ方だと思いました。 

会の終わりの方でクラブの主題「明るく、楽しく、面白

く、」を全員大声で唱えた事が非常に良かったです。奈

良の皆様ありがとう。       

  
 
 

 

ゲストスピーカーのご紹介 
 

山川 彩絵(やまかわ さえ)氏 

 

兵庫県丹但酪農農業協同組合 

販売業務部 営業販売課産直推進担当 

 
狭い牛舎飼いによるストレスから開放し、薬漬け 

の餌から守るために牧場で充分に運動をさせ、有 

機農法での牧草を与えることで健康な牛が育って 

います。美味しく安全な牛乳への取り組みを通して 

私達の食と健康について考えたいと思います。 

遺伝子組替え、BSE(狂牛病)、違法添加物使用、

輸入野菜残留農薬、産地偽装など食べ物をめぐる 

事件が続いています。体にいい安全な食べ物、本 

物の食べ物を考えたいと願っています。 

いらっしゃいませ！！ようこ

そ芳澤様。ごゆっくり御くつ

ろぎを。 

 
有難う御座いました。“こーひーぶれーく”の立ち上げ

に、さっそく御協力頂きました。まさにコーヒーを飲みな

がらの“Ｂｒｅａｋ”休憩、小休止です。 

次なる紙上訪問者は、横田憲子様です。 

これから登場して下さる様々な方々や様々な分野での

お話を楽しみにしています。 

                          店長 
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 特養・敬老祝賀会  

今年は敬老の日が９月２０日（月）になります。サンホームでは１９日、日曜日に入所者・家族・スタッフが一同に

会して敬老に日をお祝いします。 

 

 デイサービス特別行事  

10 月３日（日）デイサービス日帰りプログラム「奈良めぐり」が予定されています。当日は奈良観光とおいしい昼食

が目玉です。 

 

 イキイキ健康生活セミナー  

費用無料です。是非時間を見つけてご参加ください。 

第４回 
９月１０日（金） 

1４:０0～15:３0 

今のうちに聞いておこう!! 高齢者施設編 ～施設の種類と選び方～ 

              ＹＭＣＡサンホーム 在宅支援事業部 主任  大塚 由実 

第５回 
１０月９日（土） 

1４:０0～15:３0 

誰もが心豊かに地域で生きつづける～ｱﾙｺｰﾙ依存症と痴呆症の関係性は?～    

 有限会社 オラシオン  辻本 直子氏 

第６回 
１１月１２日（金） 

1４:０0～15:３0 

今のうちに聞いておこう!! 排泄ケア編 ～ｵﾑﾂ・ﾊﾟｯﾄﾞの選び方、使い方～ 

             ＹＭＣＡサンホーム 施設ケア事業部 特別養護老人ホーム  

 

  YMCA 福祉公開講座（手話教室）  （参加費無料・詳しくは案内書あります）      

9 月 17 日（金）から下記の５回コースで行います。（1 回ごとの参加も可） 

9 月 17 日（金）24 日（金）10 月 1 日（金）8 日（金）15 日（金）の毎火曜日 

場所：ＹＭＣＡサンホーム 

時間：14 時～15 時３０分 

 

  YＭＣＡ秋のプログラム予告  

  10 月 24 日（日）レインボークラブ 

  10 月 31 日（日）東ＹＭＣＡまつり 

  11 月 7 日（日）大阪ＹＭＣＡチャリティラン 

  11 月 14 日～20 日世界ＹＭ･ＹＷ合同祈祷週 

 
 

「森 秀範です！」 

 
初秋の候、皆様におかれましてはますますご健勝のことと

お慶び申し上げます。 

 

私がＹＭＣＡでお仕事をさせていただくようになってあっという間の５ヶ月だったように思います。４月当初はリ

ーダーの多さにびっくりし、顔と名前を一致させるのが一苦労でした。私は主にサッカークラスを担当しています

が、そこでもリーダーの時と同じように子ども達の名前を覚えるのに苦労しました。子どももリーダーも、お互い緊

張しながらスタートした新年度でしたが今ではとても楽しくサッカーをしています。 

この夏、サッカークラスの子ども達を連れてサッカー大会へ行ってきました。結果は満足いくものではありません

でしたが、子ども達はもちろんリーダーもとても大きな声で応援し、子ども達と一緒に喜んだり悲しんだりする姿を

見て、ＹＭＣＡの人と人との関わりの良さというものを改めて感じさせられました。 

また、この夏のプログラムも無事に終えましたことご報告させていただきます。 

これから２学期に入りますが、子ども達、そして多くの人との関わりを大切にし活動していきたいと思っていま

す。ワイズの皆様には、２学期から始まるプログラムもどうぞ暖かく見守っていただき、ご声援いただければ幸い

です。よろしくお願いいたします。 

                                          東ＹＭＣＡ スタッフ  森 秀範 
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連載ＮＯ １５ 
 
「河内クラブと私」 

山内たりほ 
 夫がワイズのメンバーになると、妻は自分の意思に関

係なくメネット会員ということになるらしい。長い間、そん

な訳で名前だけの“参加”だった。そして私の中では、

それで終わるはずだった。ところが４，５年前、夫がクラ

ブの会長に決まった時、何ヶ月もかけて説得された。 

「頼むわぁ、一年だけ出て来て。みんないい人やから、

心配ないし…」 

 初めて行った八戸ノ里は遠かった。YMCA の二階で、

すでに始まっていた例会のドアを開けるのはとても勇気

がいった。なのに、部屋の一番前でお弁当を食べたっ

け！ 

 なんにもわからないまま例会に出ているうちに「みんな、

いい人達だから心配いらないし…」の意味がわかってき

た。いつの間にか、すーっと仲間に入れてもらえている

のだ。これは嬉しかった。その上一年間、いろいろと助

けて頂いたことも嬉しかった。 

 今はまた、なかなか出席できないでいる。もう少し近け

ればなあ…なんて勝手なことを思っているが、これは言

い訳か？ 

たまに行っても、すーっとまた仲間にいれてくださる

皆様に本当に感謝しています。 

 

 

メネツト会長会報告 
初田真佐子 

 

 
阪和部第１回メネット会長、連絡委員会が８月２８日

（土）の午後１時から２時まで南ＹＭＣＡの１階会議室で

開催されました。 

台風１６号の接近前の蒸し暑い中、メン・メネット１４名

が集いました。 

プログラムに基づいて、永井メネット主査のご挨拶、８

月８日の主境の報告等があり、続いて自己紹介とアピー

ルタイムです。 

どこのクラブも９月のメネット例会のアピールと後は例

年のごとくクラブの活動をしていく事、また、あるクラブは

もう数回メネットの集まりを持ったと報告がありました。 

私は今年一年はメンのサポートをすることに徹します

とアピールしました。 

紀の川クラブメネットさん手作りのスポンジケーキとお

茶を頂き、予定の時間に閉会しました。 

 

 
 

 
 

 
 

参加者（敬称略） 

和歌山クラブ 神谷一恵・神谷尚孝 

大阪サウスクラブ 安藤清子・恵美奈富紀子 

大阪河内クラブ 初田真佐子 

大阪長野クラブ 御崎 緑・白井公子 

奈良クラブ 林 夏代・林 成子 

大阪サザンスカイクラブ 角野悦子 

大阪泉北クラブ 遠藤典子 

和歌山紀ノ川クラブ 西岡妙子 

 

 

 

お知らせ 
 

阪和部合同メネットの集いへのお誘い 
 

晩秋の一日、皆様と共に和歌山の美しい海を見ながら

楽しく集うことが出来たらと思います。 

「出会うことから始めませんか」を合言葉に沢山のメネッ

トの皆さんの参加をお待ちしております。 

 

記 
 
日時 ２００４年１１月２７日（土） 

午前１１時～午後３時 
場所 和歌山マリーナシテー ポルトヨーロッパ内 

「ラ・マルセイユ」 
TEL 073-448-1111 

会費 ５０００円 参加費と昼食代を含みます。 
ポルトヨーロッパ、黒潮市場、黒潮温泉など

が楽しめます。 
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HAPPY BIRTH DAY             WEDDING ANNIVERSARY 
箕浦 泰之 １９４７年 ９月 ３日生 

岩坂 千種 １９？？年 ９月１３日生 

増石 民子 １９？？年 ９月１９日生         婚記念日の方はおられません 

田中加代子 １９？？年 ９月２０日生 

芳澤 伸之 １９５５年 ９月２７日生 

新本 英二 １９３０年 ９月３０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  Menette  
メネットも例会に左官して他クラブとの親睦・交流を深め、メンと共に輪を広げよう。 

                             石合 昭子 メネット事業主任（大阪西） 

 

 

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 

 
 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 
第１６回 阪和部会のご案内 

日  時 ２００４年１０月１０日（日） 
午前１０時受付開始 

場  所 高野山 遍照尊院 本堂 大広間 
     ０７３６－５６－２４３４ 
アクセス 南海電鉄高野線(難波から特急８０分と

急行１００分)と山内専用予約バス(高野

山駅から遍照尊院まで)を利用。 
会  費 ５０００円  
プログラム 

 式典 １１:１０~１１:４０ 遍照尊院 本堂内陣 
 法話  １１:４０~１２:２０ 演題「高野山とは」 

遍照尊院住職 目黒隆幸氏 
 昼食  １２:３０~１３:１０ 精進料理 大広間 
山内へ移動  １３:２０~   

(１４時までに全員退院する事) 
散策 自由行動 奥の院探索・写経体験・「音曼

茶羅」鑑賞・文化財鑑賞 
解散 流れ解散 

 

  ９９月月－－１１００月月のの予予定定   

９９月月 
９月 ３日（金）第２例会 サンホーム 

９月 ５日（日）九州部部会 

サンホーム大掃除 

９月１１日（土）阪和部 EMC シンポジゥム 

     南ＹＭＣＡ １４：００～１７：００ 

９月１２日（日）中部部会 

９月１６日（木）第１例会 サンホーム 

９月１８日（土）六甲部部会 

９月１９日（日）西中国部部会 

９月２０日（祝）瀬戸山陰部部会 

９月２２日（水）役員会 東ＹＭＣＡ 

９月２３日（祝）京都部部会 

 

１１００月月 
１０月 １日（金）第２例会 サンホーム 

１０月 ２日（土）中西部部会 

１０月 ９日（土）切手整理 サンホーム 

１０月１０日（日）阪和部部会 

高野山 

１０月１７日（日）びわこ部部会 

１０月２１日（木）第１例会 サンホーム 

１０月２８日（水）役員会 東ＹＭＣＡ 

１０月３０日（土）第２回主査会 

  

  

Wind�From�Kawachi 
納涼例会に繰り出した青春真っ只中の若者達、 

そして失われた青春の楽しみを、ほんのひと時取り戻

したかもしれない実壮年の私達。平成１６年、暑―い

夏の思い出のページを又一つ創ることができました。 
やがて秋を迎え、ワイズの各クラブメン

バーの活動も活発に動き出して、愛の交わ

りが繰り広げられることでしょう。 
Keiko．S 


