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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】 ローマの信徒への手紙 12 章 9 節 

愛には偽りがあってはなりません。 
 

「自分のまんまで」 
                                 会長 初田稔 

 

先日こんな葉書を頂きました。 

「あせらず あわてず あきらめず 自分のまん

まで 行きましょう」（澤田直美さんの文章より） 

今の自分の心を見透かされたような葉書に、一

瞬ドキッとしました。 

また、生来のせっかちで慌てん坊の私を端的に

表した文章に驚いた。 

そうなんだ。あせることは無いんだ。慌てることも無いんだ。「自

分のまんま」で行けば良いんだ。あきらめの早いのは昔からだが、あ

きらめの早いのも改めて、これにさらに追加して、気取らず、背伸び

をせずに、これからも自分の「まんま」でいきましょう。 

 

見栄、思惑、打算が多くて、「まんま」で生きるのは大変難しい事

だが、１秒先も判らない人生にあって、今日一日を楽しく過ごそう。

今日一日を精一杯に生きよう。悔いを残さないように。 

誰かさんにも言われました「亀の駆け足」で行きましょうと。 

 

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        ５名 1 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 ４名 現金 0 円 1 月分 1 月分 
会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ２５名 累計 28,500 円 0 円 30,000 円

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １２名 切手 ０pt 累    計 累    計 
１ 月 の 出 席 率 ７７.3％ １月の全出席者 ３７名 累計 ０pt ７２０円 113,650 円

２月例会プログラム 
 

 ２月１７日（木）サンホーム６Ｆ

      

     司会 丸尾欽造君

開会点鐘       初田 会長

ワイズソング     一   同

聖句朗読       嶌岡正明君

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       嶌岡正明君

食事         一   同

ＴＯＦ 

次期役員選挙   選挙管理委員会

  次期役員挨拶 

   DBC アンケートについて 

   ３０周年記念会について 

誕生・結婚祝     初田 会長

ニコニコアワー   藤井＆横田君

ＹＭＣＡの歌     一   同

閉会挨拶・点鐘    初田 会長

 

２月例会担当班 
Ｄグループ 

中野・田中・横田・藤井・丸尾・

佐古・嶌岡・山口・和田林・ 
準備の為に６時に集合して下さい。
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  １月例会報告   
２００5 年１月 20 日（目）１８:３０～２０:３０          記録 田中惟介 

― サンホーム 6 階 －                

出席者(敬称略) 

メン 

初田・岩坂・佐古・新本・嶌岡・田中・望月・増石、山内・ 

横田・芳澤・正野・笹川・宮本・丸尾・伊藤 

メネット 

初田・望月・伊藤・新本・ 

ゲスト＆ビジター 

今井利子（なかのしま）、脇本博・牟大盛（大阪クラブ）、 

本田繁子・岩間みどり（大阪ヴェクセルクラブ）、 

以上  ２５名 

 

今日は大寒。暖冬とは言えことの

他寒い中、集まったメンバーを迎

えたのは温かい味噌汁の香りとテ

ーブルにしつらえられたランチョン

マットと 酉年なのに なぜか白兎

の箸袋。マットには“３０周年記念

祝会を成功させよう”と赤い文字で記されている。新年

の決意新たな例会にふさわしい演出である。 

 司会増石ワイズの手馴れた進行でプロ

グラム通り粛々とこなされ、食事は「キッ

チンおりた」の手の込んだお弁当と先ほ

どの赤だし。新年合同例会の成果でヴィ

ジターとの会話もはずむ。（なんと今日のお

客様は皆 中西部からだ） 

（多くのインフォメイションは別項掲載参照） 

 食事のあと 横田新年合同例会実行

委員長からメンバーへ当日の労に対し

謝辞を述べられ、仮決算に基づき黒字

となった事のご報告がなされた。 

続いて岩坂交流事業委員長から 1

月が西日本区の交流事業強調月間

であることから西日本区のＤＢＣ締結

現況の詳細な資料を提示され、わが

クラブの今後の取り組みに対するアン

ケート調査がなされた。この集計に基づき 今後の方向

を示される事となった。 

 続いて 田中３０周年記念事業実行

委員長がクラブ内の意思統一を計る

べく記念祝会の概略方針と実施への

戦略を述べ意見を求めたところ 活発

な意見が出た。 岩坂実行委員の卓

見でおおむね了承を得た。 

長期凋落傾向にあるワイズの現況にかんがみ 今回

の祝会の成功は弾みをつける方向に先鞭を着けたとい

う誇りを持てると信じる。戦略と戦術を混同した議論は 

産みの努力に水を差すものに他ならない。前向きに取り

組んでいただきたい。（勢い余って例会報告の枠をはみ

でてしまったか・・・） 司会が「時間の関係であとは別の

機会を設けて議論し成功に導こう」と提案され終会に向

かった。 

 

ニコニコ献金は会長の発議でスマトラ沖地震の義援

金に供されることとなった。 

 インフォメーション 

大阪クラブ 脇本会長と牟さんより３月５日(土)開催のチ

ャリティ映画「アイ・ラヴ・ピース」への協力と鑑賞のお誘

いがありました。 

ヴェクセルクラブ 本田会長と岩間さんから２月１９日

(土)開催の「ウエルネス・ウオーク」への参加要請があり

ました。詳しくはブリテンに同封いたします。 

初田メネット会長 ３月１３日(日)にメネットの食事会を法

善寺横丁の「えび家」さんで行います。沢山のご参加を

お待ちしています。メンさんもご出席下さい。詳細はブリ

テンに同封いたします。 

なかのしま 今井さんより河内長野の高野街道～河内

長野を中心にして～の題名。"河内長野市郷土研究会

編”（河内長野郷土研究会の創立４０周年記念事業とし

ての刊行）記念誌の内容は、会誌の高野街道に関する

論考及び高野街道に関する図絵、地図写真等につい

てのものであす。限定販売です。 

 

ビジターの皆さん  左から 脇本・牟・本田・岩間の皆さん 

誕生祝の皆さん おめでとうございます 

 アピールする脇本・牟さん  &     今井さん 

伊藤さんお久し振りです 
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１１月例会 にこにこ語録 
（敬称略） 

初田  今日は沢山来て

頂まして有り難うございま

す。今日はクラブの内情

を見て頂きました。喧々

諤々と意見の交換をしていますが、一

度決まれば河内のメンバーは力を合わ

せて協力をしてくれます。 

横田 今年の新年合同

例会は宝恵かごに乗せ

て頂き有り難うございまし

た。重たかったと思いま

す。(笑い) 

脇本(大阪 C) 今日は河

内クラブに寄せて頂き、活

発な討論を聞かせて頂き、

大阪クラブの第２例会の

雰囲気でした。河内クラブは活発なクラ

ブであり大変刺激を受けております。 

牟(大阪 C) 初めてお邪

魔しました。大阪クラブは

眠れる獅子で、目を醒ま

せば大変うるさい事をや

っています。アイ・ラブ・ピースがその良

い例です。反対の意見も良く聞いて互

いを認め合うことがワイズの良い所でし

ょう。 

本田(ヴェクセル) 今日

はクラブ活動の有様と、

意見を戦わせてある方向

に進もうとする真剣な様

子を見せて頂き大変勉強

になりました。 

岩間(ヴェクセル) 初め

て河内クラブにお邪魔し

たときに、参加者がこうし

て必ず一言喋るのが非

常に良いと思い、前年の会長の時にこ

のシステムを採用しました。 

伊藤 ７月以来欠席して

おりまして、本当にすみま

せん。家内が下で喫茶の

用意をしていますので家

内の分も入れて起きます。 

新本メ  一日に３人の

人と話しをして散歩をしな

いとボケるそうですが、今

日は大勢の方々のお話

を聞かせて頂き、有り難う

ございました。 

初田メ  今日は私には

少し難しい話でありました

が、３０周年に向けてメネ

ットもお手伝いをしたいと

思いますので、色々とご

指示をお願いいたします。 

そしてこれは笹川さんと笹川冶太郎さ

んの分です。ニコニコに入れておきま

す。 

佐古  クラブ会計も会

費が早く集まれば全て

が上手く活動できると思

います。たまには「浪速

の金融王」を見ています

があれくらいの根性で金を集めんとい

かんなと思っています。(笑い) 

岩坂  先ほどは取り留め

の無いことを長々と喋り申

し訳ありません。(いいえ、

大変良いご意見をありがと

うございました。) 

芳澤 ビジターの皆様遠

路はるばるお寒い中を有

り難うございました。(笑

い)新年合同例会有り難

うございました。横田委

員長が痩せていない分私が痩せました。

(笑い)８日から風邪をこじらせ今も体調

が良くありません。司会の大役に抜擢し

て頂いたことがこれからの私のワイズの

基礎になるような気がしてなりません。

(期待しています。頑張ってください) 

宮本 また喋りにくいなぁ

～。嫁さんの誕生祝をい

ただき、これをニコニコに

入れようと思いましたが、

ワイズから誕生祝を頂い

たよとちゃんと家に持って帰って見せた

いと思います。 

山内  個人的な話です

が、現在勤めております

博愛社も定年になり３月

に退職いたします。何処

に行ってもパラダイスはありません。し

かし、同僚にあんたの顔は輝いている。

あんたはパラダイスでしょうと言われまし

た。(勤められることは幸せです) 

新本  年末からのテレビ

で札幌の北海道神宮の画

面が出ました時に、吹雪の

中を着飾った人々が沢山

神社にお参りする場面が

ありました。それに感動しました。 

望月 河内クラブにゲスト

やビジターで来られた方

は喋れる方は喋りますが、

私のような口下手もおりま

すのでご安心ください。自

分をどのようにして表現しようかと思って

いるうちに時間が過ぎてしまうのが現状

です。クラブの活動についても三つくら

いのアイデアで切磋琢磨して互いに競

い合うのが理想です。 

今井(なかのしま) 誕生

祝有り難うございました。

今日は河内らしい例会だ

ったと思います。あんな

声、こんな声がいろいろと出てこれをど

んな方法で纏めていかれるのか興味が

あります。一番いい方法で３０周年を迎

えられたらいいと思います。今から楽し

みにしております。なかのしまクラブも

結構意見の戦いがあります。しかし、河

内と同じく決まった事は皆で協力しま

す。 

田中 今井さんに慰め

られた気になっています。

酉年にちなんで私の名

前の事をチョッと喋りま

す。私の名前はチンオ

モウの惟(おもう)に介と書きます。リッシ

ン遍にふるどり(隹)は鳥の心です。今年

から鳥の心を持つ男に変更します。鳥

は高い空を飛んでいる時は風の音しか

聞いていません。３０周年が終るまでは

風の音を聞きながら飄々と行けたらい

いなと思っています。 

増石 今日は司会をさ

せていただきました。時

間的にどうなるかと心配

しましたが、皆さんのご

協力でなんとか時間内に終れそうです。

新年合同例会のときに同じテーブルに

湯上さんがおられました。２年続けて会

長をされたことがありましたが、その事

をお聞きすると「あの時は誰も会長をす

る者がおらんかって私がやりました」と

言っておられましたが、御歳?十歳で大

変お元気でした。 

丸尾  私は二種類の

魚を飼っておりまして、

大きな壷には鯉を小さ

なプラスチックの池には

メダカを飼っています。鯉は次々に死

ぬんですが、メダカは氷が張っても元

気に泳いでいる。何故かと思いましたら、

鯉の入っている壷は水が循環しないの

で腐敗している、メダカの方は雨が降

れば流れて入れ替わっている。流れる

水は腐らない。(クラブも活性化せなア

カンて言うことやな? 今日はまともな話

やな、オチがないで?)(笑い) 

望月メ 今日は誕生祝をいただきまし

て有り難うございます。河内クラブもこ

れからも元気で３０周年に向かって頑

張りましょう。 

正野  ビジターの皆さ

ん遠路はるばる有り難う

ございました。１０月以

来の例会出席で、なん

か浦島太郎になってい

るような感じです。実行委員会の方もメ

ンバーに入っているんですが、皆さん

に勝手させて頂いております。お箸を

入れていたウサギですが、みんな表情

が違うようですが、私のは目が吊上がっ

ています。多分会長が意図的に書いた

と思いビビッていました。 
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新年合同例会終了の感謝 
   

 お疲れさまでございました。おかげさまで ご出席いただいた中西部 阪和部の皆様に楽しんでいただける新年会

になりました。河内のみなさまには それぞれの役割でご活躍いただき 本当にありがとう御座いました。未熟な私を

強力なサポートで無事大きな会を成功にお導き下さり心より感謝申し上げます。私の連絡不足によるご迷惑もいろい

ろお掛けいたしましたこと どうぞお許し下さますよう御願いいたします。 

 今回の準備で強力なパートナーのなかのしまクラブさんとも１歩も２歩も近づいたような気もいたします。今後 活

動面でも近くに感じられたら幸いでございます。今回の中西部と阪和部の合同がお互いのクラブの歴史に残る役割

として 無事終えることができありがとう御座いました。 

 

中西部 阪和部新年合同例会 

実行委員長 横田憲子 
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第３０期 第７回役員会  

２００５年１月２７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  ＴＯＦ.ＣＳ 

 

出席者 初田・増石・宮本・佐古・田中・笹川・嶌岡・ 

芳澤・望月・横田・丸尾・正野 

 

２月例会 通常例会 

２月１７日（木）・サンホーム 

担当：Ｄグループ   中野・田中・横田・藤井・丸尾・

嶌岡・佐古・山口・和田林・ 

 

ゲストスピーカー 

なし。 

 

例会役割分担 
 司   会 丸尾欽造君   聖句朗読 嶌岡正明君 

 食事手配 佐古至弘君   食膳感謝 嶌岡正明君 

 ニコニコ  藤井敬子君・横田憲子君    

 にこにこテープ起し 田中惟介君 

 

次月ブリテン原稿 
こーひーぶれいく   箕浦泰之君 
役員会報告      初田  稔君  

例会報告        横田憲子君      

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)  佐古利子さん 

 

審議事項・連絡事項 
 

★ ２月例会プログラム検討・ 
次期役員選挙（信任投票）・出席要請・委任状の発送 

当選者（信任者）名の掲示 

★ ２月５日(土)第三回阪和部評議会について 
参加者の確認 ７名参加 

初田・横田・望月・田中・増石・正野・芳澤 

★ 新年合同例会会計報告・ 
収支報告・配分方法 

 ２１５名の参加・阪和部と中西部に余剰金をお渡

しする事が出来ました。 

★ ２月２６日(土)「さいんぽすと」について 
参加者及び講師?について 

★ ３月５日映画 アイ・ラブ・ピースの前売券について 
クラブでの買上げ分は YMCA のリーダーに進呈 

★ お年玉切手について 
    ２月例会で集計する 

★ らくらく登山の取り組み 
    芳澤伸之君をチーフに計画を立てて活動 

★ DBC クラブについて  
クラブ内での意見を集約して検討 

★ スペシャルオリンピックス支援(広告掲載)  
１００００円承認 

★ １泊研修会 
     ４月２日(土)～３日(日) かつらぎ ５０００円予算 

“やっぱり楽しい写真てん” 
                                

昨年１２月開催の第４回ロビー作品展にご協力頂きま

して誠に有難う御座いました。読者の御要望にお応え

致しまして、当月ブリテンに受賞者入選作品を掲載いた

します。 
 

  大西先生選考 （美術協会会員） 

 

阪和部長賞  

申年生まれの猿  

綾 暁子 様    

一般 

  

メネット主査賞  

大伽藍の静寂の中から 

今井利子 様  

なかのしまクラブ 

 

中西部長賞  

サンセット港大橋  

初田 稔 様   

河内クラブ 

 

実行委員選考 

伊藤圭介賞  

東大寺鏡池    

吉田全孝 様  

サウスクラブ 

 

 

人気投票順位賞 

１位  私がやるの！   

芳澤伸之 様   

河内クラブ 

 

 

今回は合計１７名の方が受賞されました。それぞれの

作者の感性の響き合いがとても良いコラボレーションを

作る機会ともなったのではないでしょうか。“このような企

画をぜひ続けて下さい”と観賞感想ノートに記載くださ

いました方もございました。今年もまた素敵な作品出展

を楽しみにしております。 
編集長 

  

訃  報 
 

元国際会長の鈴木謙介氏が１

月２日に逝去されました。 

鈴木謙介氏は河内クラブがチ

ャーターした１９７５年に国際会長

をされていました。 

「ワイズメン途上での出会い」は忘

れられない言葉です。 

心よりお悔やみ申し上げます。 
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ボランティア感謝会 
2月 20 日（日）14 時～16 時予定 

１年間サンホームに関わっていただいた、ボランティアのみなさまに集まっていただ

き、感謝と交流の時を持ちます。 

 

イキイキ健康生活セミナー 
参加費無料です。ぜひ参加してください。 

第 

九

回 

２月１２日（土） 

14:00～15:30 

今のうちに聞いておこう!! 介護食編 

 ～家庭でできる、きざみ  食･軟食･とろみ  食～ 

ＹＭＣＡサンホーム 食生活創造室 主任  堂本 隆子

第 

十 

回 

3 月１１日（金） 

14:00～15:30 

財産と権利を守る!! ～成年後見制度を知ろう～ 

                                           東大阪市健康福祉部 

 

年末、年始に日本の各地で、ノロウイルスの感染等の話題が大きく取り上げられておりました。 サンホームで

も他の症状で入院された方以外は皆様お元気で過ごしておられます。 

各階では、衛生管理に今一度気をつけ、手洗いの徹底、消毒等細心の注意を払いながら業務を行なってお

ります。また、デイサービス利用者の方々にも在宅での注意事項をお話して、各自が衛生に対しての意識を

高めるように努めております。みなさまも健康管理・衛生管理には十分注意を払いましょう！ 

 

東ＹＭＣＡクリスマス献金プログラム 
2月 6日（日）10 時～16 時「第 4回レインボークラブ」 

1 回～３回は天保山ハーバービレッジ、六甲山へ行きましたが、今回はサンホーム

に来ていただき、食事と交わり時を持ちます。 

 

3 月 6 日（日）「ふれあいサロン」 

地域の一人暮らしの高齢者の方々にお集まりいただき、一日食事も含めて楽しい

ひと時を過ごしていただきます。 

 

 

   

  

  子供は風の子・・・・・・ 
 

幼稚園や小学校では今年度最後の学期が始まりました。グラウンドでは、子ども達が

寒さをものともしないで元気に走り回っている姿がみられます。 

 ウェルネスでは冬の特別プログラムとしてデイキャンプとスキーキャンプの２つを実施いたしました。スキーキャ

ンプでは、年末は暖かかったため、雪がキャンプ出発の３日前まで全くなく、スキーが出来る

かどうかといった状況だったのですが、出発して現地に到着してみると向こうは猛吹雪。雪は

３日間降り続き、たくさんの雪に子ども達は大はしゃぎでスキーや雪遊びを楽しんでいまし

た。 

 デイキャンプではサンホームでお餅つきをし、お正月の気分を楽しんだり、公園に足を運ん

で冬の寒さに負けないで元気いっぱい遊びました。 

２・３月には雪遊びキャンプや春のプログラムもあります。今後も良いプログラムを提供出来

るよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

            東 YMCA   細田 敦子 

 

 

１１月１３日 ３０周年記念会を成功させよう!! 
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連載ＮＯ ５ 

「私の独り言」 
 

木だま（金木犀）の独り言  
     伊藤玲子 

信貴生駒連峰の柔らかな朝の光を浴びて私は今日

も目を醒ます。 
３０年前は、この家の新築記念として根を下ろした背

丈１メータ程の弱弱しい若木だった。 

 丁度この頃河内クラブも東大阪に誕生し若い力が結

集して YMCA と共に地域に根ざした奉仕活動を一生懸

命され共に歩んできた様に思う。 

大地から栄養を頂き樹高が６M、直径２３CM 以上に

成長し基幹から３本の幹が分かれ伸び放題だった為、

昨年暮れに散髪しすっきり整えてもらった。風通しも良く

なり何よりも身が軽くなり喜んでいる。ここの住人は手間

が掛からないし、心の癒しになると喜んでくれている。子

供たちは成人し、帰阪するたびに相変わらず元気でい

るなあといとおしく思ってくれている。雀やひよどり、めじ

ろの休憩所になったり、何時の頃かひよどりの巣が架け

られ雛が飛び立った時は嬉しかった。 

自己主張するときは年２回、小さな芽が出始めるとみ

るみる若葉の出番となり、人々に溢れ出る若々しさを提

供する。秋は金色の甘い花の香りが遠方まで漂い、

人々の視線がこちらに向いてくる。最高の気分だ。冬の

寒風に今は身を縮めてはいるものの授かりものの樹液

で枝葉の隅々まで養分を配っている最中だ。分相応の

花が今年も咲くだろう。 

 大地に深く根を下ろして何にも束縛されることなく、宇

宙空間に自由に枝葉を広げていきたい。河内クラブと

共に３０周年を一緒に迎えられてめでたいことだ。これ

からも共に大きく育っていきたい。 

                             感謝。 

 

 

ドイツのワイズメンからです。 
Y'S MEN KLAUS さんのコメントです。 
 
Dear Y'S MAN Keisuke Itoh, 
I went into your web-site and saw, that you did a 
very good job. 
Please continue that way for the benefit of our 
international YSDOM: 
Have also a look into our German web-site 
www.ysmen.de. 
At least some of the articles are in English also. 
 
With best regards 
Klaus Dietzel YMC  Essen  + IT 
mailto:Dietzel.Klaus@ysmen.de 
 
PS.ドイツにワイズメンズクラブがあるのですね。 

伊藤 圭介 

 

      Ｃｏｆｆｅｅ 

     Ｂｒｅａｋ 
糸洲 清子 

 

 

 

 
糸洲 清子 

カウンターのお客様はディサービスを利用されている方の

娘さん、糸州清子さんが介護のことを語ってくださいました。 

 

２年前までは介護をすると言うよりお客様でした。私は

孫を連れて３０分ほど居たら帰るというそれだけの私でし

た。弟のお嫁さんは何かあると京都から駆けつけてくれ

ましたし、妹は千葉から泊りがけで５日以上も面倒を見

てくれていました。妹に後で聞いたところ「姉さんももう少

し関わって欲しいな」と思っていたと言いました。 

平成１５年３月末から少しづつ両親の介護が始まりま

した。１６年４月に母が足を骨折してその介護に父も疲

れ果て５月２０日には入院。二つの病院を掛け持ちにな

り皆で走り廻り（これからどうしょう‥）弟妹夫婦とで整理

していると、今度は父の徘徊が始まり病院に泊まる生活

でした。やっと二人の退院になり、今はサンホームと東

長原のホームにお世話になっています。介護保険も私

達にはとても有り難い事です。大変な毎日、実の娘です

のでよく父と喧嘩をします。でも周りの人達はとてもやさ

しく感謝です。この状態がいつまで続くのか続けられる

のか心配ですが♪ケセラセラ～♪と歌って明るく生活を

していきます。 

 
ウェルネスに通う子供達の小さな命に希望と期待を寄せる

親の眼が見えます。そして私達をこよなく愛しあのように慈しん

でくれた親の姿も、加齢と共に老朽してくる身体との戦いに虐

げられた日々を送っていらっしゃいます。何時消えるか解らな

い老親の命を見守る娘や息子、嫁、婿達の眼も見えます。こ

の喫茶のカウンターにも、傾聴という意味のあるボランティアの

お役目をさせて頂いているのかもしれません。（マスターより） 

 

 

  合同例会のお礼  
                           初田真佐子 

 

メネットの皆様には、年明けのお忙しい時期に新

年合同例会のお手伝いをいただきまして有り難うご

ざいました。大勢のワイズメン・メネットをお迎え

しての楽しい例会が出来ました事は、皆様のご協力

があればこそ無事に出来ましたと心から感謝いたし

ます。本当に有り難うございました。 
 

いらっしゃいませ！！ 

ようこそ、糸洲 清子様 

ごゆっくり御くつろぎを。 
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HAPPY BIRTH DAY            WEDDING ANNIVERSARY 

 石田 鐵一 １９４１年２月 ２日生         丸尾欽造＆初子夫妻  ２月 ３日 

大藪 芳教 １９３７年２月２６日生         伊藤圭介＆玲子夫妻  ２月 ４日 

丸尾 欽造 １９３８年２月２７日生         新本英二＆力子夫妻  ２月 ４日 

                            藤井敬子＆ 中夫妻  ２月１５日 

                            石田鐵一＆キヨカ夫妻 ２月２０日 

嶌岡正明＆いずみ夫妻 ２月２４日 

 

 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  TOF  CS  
①ワイズ活動の原点は地域奉仕活動です。それをより活性化させるのがＣＳ資金援助制度であり、その原資

が年賀切手です。 

②世界に、アジアに、日本に、飢えに苦しむたくさんの人がいます。この人たちの事を思って、ＴＯＦ．Ｆ

Ｆに１００％の協力を！。                岩本 悟 地域奉仕事業主任（熊本東クラブ） 

 
 
 

２月例会は 

次期役員選挙です 
 

全会員の出席をお願いいたします。 

どうしても出席出来ない会員は、委任状等

所定の手続きをしてください。 

 
２月２６日のさいんぽすとへの協力依頼 
 

「会社が、または社会が望んでいる新入社員」とか、「面

接のいろは」といった形で、企業の人事担当の方からど

のような新入社員は採用したいと思うか？とか、面接試

験に合格するための心得などと言った内容には学生は

飛びついて来るようです。 どなたか、そのようなお話をお

願いできる方はいらっしゃらないでしょうか？ 

 

アイ・ラヴ・ピース 
 

少女に笑顔を。大地に緑を。風に愛を。 
チャリティ映画上映会 

と き：３月５日（土） 
ところ：大阪ＹＭＣＡ会館 ２階ホール 

 

 

 

お年玉切手シート当選番号 
下２桁 

１６・３４・６４ 
切手に交換してご持参下さい。 

 

 

 

２２月月－－３３月月のの予予定定 

２２月月   
２月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

２月 ５日（土）第三回阪和部評議会 

       南ＹＭＣＡ １４：３０～ 

２月１７日（木）例会 サンホーム 

次期役員選挙 

２月１９日（土）～２０日（日） 

東西日本区交流会 東山荘 

２月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

２月２６日（土）さいんぽすと 

南ＹＭＣＡ 

３３月月   
３月 ４日（金）第２例会 サンホーム 

３月 ５日（土）チャリティ映画上映会 

       大阪ＹＭＣＡ ２階ホール 

３月１２日（土）第三回主査会 南ＹＭＣＡ 

３月１７日（木）例会 サンホーム 

阪和部長第２回公式訪問 

３月２０日（日）～２１日（祝） 

西日本区次期会長・主査研修会  

六甲ＹＭＣＡ 

３月２４日（木）役員会 東ＹＭＣＡ 

 

 

 
Wind�From�Kawachi 

 

～如月、木の芽ほぐれ～ 

達成を難しく感じられても、力となるのはゴールに

達するための決意です。 

同胞との調和の中で、活動の展開をめざしていま

す。  

（笹） 
 




