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２００７〜２００８年度【主
題】
ク ラ ブ 主 題「クラブはひとつのオーケストラ」
丸尾欽造
阪 和 部 主 題「共に楽しく歩もうワイズライフ」
遠藤通寛（大阪泉北クラブ）
西日本区主題「Let’s move forward with conviction! 」「確信を持って前進しよう」
神谷尚孝（和歌山クラブ）
ア ジ ア 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕
藤井寛敏(東京江東クラブ)
「Let’s join under the Y’s Men’s Flag」
ワイズメンの旗の下に
国 際 主 題「Service Without Borders」国境なき奉仕
Lasse Bergstedt(デンマーク)
「Let’s Show-Let’s Grow」

【今月の聖句】

示そうワイズ! 伸ばそうワイズ!

ヨハネによる福音書 15 章 5 節

わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしがその人とつながって
おれば、その人は実を豊に結ぶようになる。
〜 人間は神との関係によって互いにつながっている。私たちワイズの連帯・協力の原点は「ワイズダム」であることを覚えましょう。 〜

「丹精こめて虫たちと」

9 月例会プログラム
メネット会長

丸尾初子

９月２０日(木)

サンホーム

今朝、主人が丹精込めて作った枝豆を湯がこうと
下準備していると小さな虫が莢の黒い穴から顔を出
司会
大谷美佐子君
した。そのまま湯がかないでと言っているように見
開会点鐘
丸尾会長
えた。
「ごめん、ごめん」と、心の中で言いながらご
ワイズソング
一
同
聖句朗読
濱添吉生君
み袋に入れた。時折、湯がき揚げたお鍋に白くなっ
会長の時間
丸尾 会長
た虫が浮いていることがある。こんなことが無いよ
ゲスト&ビジター紹介
司会者
うにするには農薬を使えばいいのでしょうが、主人
インフォメーション
各 担 当
の小さな畑は植物と虫との共生の中でごく自然にま
食前感謝
濱添吉生君
食事・歓談
一
同
かせているようです。その分、虫たちのお墨付きを得た作物は味わい
ゲストスピーチ
京師 美加 氏
深いものがあり、それぞれ特有の香りや食味がなんとも言えない季節
防犯の心得
感を我が家にもたらせてくれます。農業としての「事業」でないから
もしかの時に備えて
こそできることでしようが、今の時代としては「ちょっとした贅沢」
誕生・結婚祝
丸尾 会長
にこにこアワー
田中君&青野君
かも知れません。
ＹＭＣＡの歌
一
同
西日本区では、
「環境事業」が事業活動の一端に加えられました。環
閉会挨拶・点鐘
山内副会長
境破壊や汚染から少しでも地球を守り、子孫に美しい環境をとの思い
からすると、我が家の農作業は環境事業の一端につながっているかも
しれませんね。
９９年９月十勝で開催された第１８回アジア大会で買った記念ワインが、なぜかまだテーブルに２本ありま
す。少し色あせたそのラベルには、Planet ― Keep this planet clean and beautiful― と記されており、虫
との共存を応援してくれているように思っています。
会
員
数
（広義＆メネット会員）
会 員 出 席 者
メ ー ク ア ッ プ
８ 月 の 出 席 率

前月の出席率訂正

２０名
0名
１５名
２名
８５.0％

％を

ゲスト＆ビジター
メネット＆コメット
例 会 出 席 者
役 員 会 出 席 者
８月の全出席者

％に訂正いたします。

２７名
１３名
５５名
１２名
６７名

８月度ＢＦポイント
現金
0円
累計
0円
切手
0pt
累計
0pt

書き損じハガキ
８月分
0円
累
計
0円

にこにこファンド
８月分
0円
累
計
26,111 円

大阪河内ワイズメンズクラブ
８月例会報告
２００7 年 8 月 26 日（日）14:00〜171:00
出席者(敬称略)
メ ン 佐古・正野・藤井・丸尾・望月・山内・横田・芳澤・田中・
濱添・宮本・伊藤・新本・大谷・尾北

メネット 伊藤・望月・新本・丸尾・田中
ゲスト＆ビジター
（泉北）
・松岡虔一（サ
澤田賢司(EMC 主任)・遠藤通寛・典子・
ウス）・今井利子(なかのしま)三品ミチ子・清水汎・佐知子(大
阪)・尾川朋子・大浦康記・ミッチー・杉本陽子・加藤寿枝・
安佳余子（サンホーム）・青野剛暁・亜希子（ビジター）細田
敦子・坂本安世・八木知加・
（スタツフ）
・平床優佳・内藤毅・
宮野絵里子・安部美智子・庄野隆介・中田実希・笠原翔子・池
永達哉・
（リーダー）
・大谷勲・繭子・絢音・大谷聡・ゆき・幸
輝・健人・大谷美由紀・
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--サンホーム ６階 −
記録

正野忠之

ークションになりました。ありがとうございました。
締めくくりは初企画の抽選会。遠藤部長に当たり
くじを引いていただき、特賞は大谷メンのお孫さん
が獲得。小さな子供の歓声に皆がなごみ、山内副会
長の閉会点鐘で会は幕を閉じました。

以上 55 名

猛暑が続き、この日も３０度を超す暑さの中、午後
2 時に丸尾会長の開会点鐘で河内クラブ恒例の８月
の納涼例会第１部が開会しました。
司会は新本メン。まずは今期最初の入会者、青野
剛暁さんの入会式が澤田賢司 EMC 事業主任、遠藤
通寛阪和部長とスポンサーである田中メン、奥様の
亜希子さんが同席の元で行なわれました。会長が式
文を読み上げ、青野さんの宣誓により、正式に「ワ
イズメン」となられました。おめでとうございます。
EMC 事業主査を担当する私にとっても喜ばしい瞬
間でした。

右手を挙げて宣誓する青野君

青野君の入会式を祝して澤田主任・遠藤部長

和やかに歓談

ミッチ・ガスタフスン君を囲んでフラのダンサー

バッヂを装着する丸尾会長とメネット会長

通常の例会形式で
行なわれた第１部が
終わり、第２部の開
会です。メインにハ
ワイアンのアマチュ
アバンドとフラダン
サーを招いての納涼
例会。YMCA のスタッフ、リーダーとビジターの総
勢 55 名を迎え、楽しいひとときを過ごしました。
アメリカから大阪クラブの招きで来日中のミッチ・
ガスタフスン君も参加。どんな印象を感じ取ったの
でしょうか。
音楽とフラダンスを楽しんだ後は、オークション。
今年も多くの品物を提供していただき、白熱したオ
−２−

フラのバンド・有難うございました

華麗に踊るフラダンサー
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にこにこインタビュー(8 月例会)
テープ起稿

敬称略
大谷美佐子

遠藤阪和部長 青野さん入
会おめでとうござい
ます。
オークションの品物
をすべて買いしめた
いと思います。
遠藤メネット主査 楽し
い例会です。これ
からオークション
に参加いたします。
今井〈なかのしま〉 賑
やかで楽しい例会
ありがとうございました。元気をいただいて
帰ります。
清水〈大阪〉 皆さん好い人ばかりで楽しい例会で
した。河内クラブはワイズのほんとうのクラ
ブだと思います。時間があれば又来たいです。
ありがとうございました。
清水メネット 初めて参加しまして楽しい思いと美
味しいご馳走ありがとうございました。また
参加させていただきます
宮本君友人〉 とっても楽しいひとときでした。
加藤さん 大変楽しかったです。ありがとうござい
ました。
宮本 ハワイアンの踊りが良かったです。
伊藤メネット 孫もミツチも来てくれまして最高で
す。ハワイアンもよかったし、踊りたいぐら

いです。
安さん（サンホーム） 初めて参加いたしました。
穏やかな雰囲気でフラダンスもよかったです
し、美味しくいただきました。来年も来たい
です。
丸尾 ひさびさの入会式を執
り行なうことができて
良かったです。皆が一
緒に青野さんを迎えた
とても好い例会になり
ました。
三品〈大阪〉 大盛況で
皆が明るくて本当
に楽しい例会で感
心しております。
山内 今日は楽しかった
です。以上です。
尾川（伊藤君孫コメット） 楽しいです。オークシ
ョンで何か好いものが手に入ればと思ってい
ます。
伊藤 良い入会者に来ていただいて,河内クラブに
新風を起こしてくださるように期待していま
す。
田中メネット サンドイッチ、フラも良かったです。
望月メネット 今日は,朝から頑張りました。
丸尾メネット 久しぶりに来まして皆さんの元気を
いただき、良い品物をわけていただきました。
佐古 暑いですね。
阿部リーダー（ＹＭＣＡ） 今日は最初から参加で
きなくて残念でした。次は最初から参加した
いと思います。
庄野リーダー（ＹＭＣＡ） ショウユリーダと言い
ます。すばらしい料理や、オークション楽し
かったです。来年も参加したいです。
細田スタッフ（ＹＭCＡ） 久しぶりに参加しまし
て,活気ある活動を見れて楽しかったです。
田中 青野君の入会式を立派にしていただいて良か
ったです。
望月 昨日から準備していたフルーツポンチが完売
できたので良かったです。
大谷 オークションが楽しみで途中参加しました孫
に一等が当たりすごく喜んでいました。あり
がとうございました。
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大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ９月報
８月例会オークション集計

商品名
そうめん
すだちのポン酢
ウエルカムプランター×2

提供者
遠藤
藤井

ワイン×7
紅茶・ジャムセット
紅茶×2
わらびの里
マツタケ佃煮
白糖ゼリー
婦人用 T シャツ
ナスの漬物×12
花×2
羽毛肌掛け布団
タオルセット
ふろしき×2
ポーチ
シュレッダー
石鹸
海苔
お茶
小皿
ゼリー
ワイン×3
かつおだしセット
やぶ北お茶
らっきょ甘酢漬×3
玄米入りダンベル×2
布団カバー3 点セット
紳士 T シャツ
佃煮セット
紹興酒
ウエッジウッドティーセット
ステンレスボトル×2
名古屋みやげ
ストラップ×5
箸袋×4
刺繍セット
バッグ
鉢・小鉢
冷酒徳利
綿長袖シャツ
バスタオル
タッパウエアー
温泉の素
天ぷら揃
ホーリーソールズ(靴)×2

横田

新本

田中
大谷
望月

尾北
初田
丸尾

伊藤

岩坂
山内
正野
宮本

今井
大薮
佐古
濱添
芳澤

購入者
伊藤・望月
尾北
丸尾・望月
遠藤×2・丸尾・望月
清水(大阪)・山内・伊藤
清水(大阪)
丸尾・山内
丸尾
田中
遠藤
加藤（ボランティア）
遠藤×2・尾北・清水・
横田×2・望月・宮本
大谷×2・田中
今井(なかのしま)
丸尾・望月
田中
三品(大阪)
伊藤
伊藤
大谷
遠藤
田中
清水
伊藤
伊藤
遠藤
宮本
清水
今井・遠藤・望月
丸尾・望月
横田
芳澤
伊藤
遠藤
大谷
宮本・大谷
正野
遠藤×2・望月×2・田中
大谷・田中・丸尾・松本
正野
伊藤
遠藤
丸尾
伊藤
望月
丸尾
清水
望月
細田・内藤（リーダー）

合計

落札価格
4,000
1,000
2,000
14,000
1,600
3,200
1,600
1,200
1,000
500
2,400
1,200
2,000
700
200
200
1,100
1,100
500
800
500
600
5,000
1,100
1,000
1,500
1,000
3,000
500
1,000
1,200
1,000
1,700
500
2,500
3,200
500
300
500
500
1,000
400
700
800
1,500
3,600
75,400

ご協力有難うございました。
記録
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退会者の報告

藤井敬子・芳澤伸之

おそくなりましたが退会者のご報
告をいたします。
誠に残念ながら箕浦泰之君と田保
尚芳君が 6 月末日をもって諸般の事
情で退会されました。
特別メネット会員としてお働きい
ただいておりました和田林杉江さん
が、７月末日をもって退会されまし
た。
和田林杉江さんは、夫君である和
田林繁好様がチャーター会員として
当クラブに入会されて以来、メネッ
トとして地道な活動を続けてこられ
ました。
繁好様が故人となられた後も特別
メネット会員としてご奉仕をくださ
いましたが、ご高齢になられたこと
もあったのでしようか退会されるこ
とになりました。淋しくなりますが、
退会されたとはいえ地域に在住され
ておられます。いつでも遊びにいら
していただきたいと思います。
また、クラブ活動の上でいろいろ
とお力を拝借しなければならないこ
ともあろうかと思います。その時は
どうぞよろしくご指導くださいます
ようお願いいたします。長年にわた
る友愛とご交誼に感謝いたしますと
共に、末永いご健勝をお祈り申し上
げます。
若いメンバーと永年のメンバーが
我々のサークルから去っていくのは、
事情がどうであれ寂しいものです。
いつまでもお元気でお過ごしくださ
いますようにお祈りいたします。
永らくのご奉仕にクラブ員一同心
より感謝いたします。

お願い
日ごろは河内クラブの皆様も、環
境保護のため何か継続して行ってお
られることがおありになるでしょう。
さて今期環境保護のため、例会には
以前お弁当に添えていた「お箸」を
お持ちくださいますよう、河内クラ
ブ 地域奉仕環境事業 委員会より
お願いです。もし、お忘れの時は洗
って使うお箸をご用意いたしており
ますのでお使いくださいませ。身近
なことから地球保護のためスタート
してみませんか？
地域奉仕環境事業委員長 横田憲子

大阪河内ワイズメンズクラブ
大阪河内クラブ

２００７年 ９月報

2006―2007 年度会計決算報告
会計

芳澤伸之・藤井敬子
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も参加し、ボウリングとゲーム後の懇親会と表彰式
は和気あいあいと進行しました。
各クラブに元気を持ち帰っていただけましたでし
ょうか。阪和部として勢いをつけたいという思いは
届きましたでしょうか。河内クラブより多くの参加、
ご協力を得たことを感謝いたします。
今回の企画で得た収益より、メネット事業である
WYSH プロジェクトへ３万２千円を献金させてい
ただいたことを付記し報告といたします。

：怒：
芳澤伸之

：怒Ⅰ：
８月１９日の深夜、生駒山「らくらく登山道」の
「みはらし台」で放火とみられる火災があったとの
報道記事を読みました。
幸いにも人的被害はなかったものの私たちが毎年
楽しみにしている『車椅子らくらく登山』の休憩場
所・憩いの場所でもあったところ。東大阪・八尾・
大阪市内を一望でき最高のシチュエーション。
相手と場所を選ばない無差別な放火。ショッキン
グで何回もその記事を読み返しましたが、その日は
一日どんより。

：怒Ⅱ：
最近よく見かけるスプレーペンキの落書き。商店
街のシャッター・公共施設・学校・公園・歩道橋、
あげくは名神高速の梶原トンネル内にまで。
よくぞあんな所に描けるのかと一生懸命考えてい
る時さえある。仕事柄広範囲に移動することが多く
特に最近は頻繁に見られる。
意味不明・不快感は見るたびに増してくる。もと
もとアメリカ・フランスで流行したそうであるが、
ペイントアートに変わりつつあるとか。

欧米か！？怒！怒！怒！

阪和部 EMC ボウリング大会報告
報告

EMC 主査

正野忠之

阪和部の今期ス
タート行事である
EMC ボウリング大
会が、８月２５日
（土）、大藪メンが
経営する新大阪イ
ーグルボウルにて、７２名の参加者を得て行なわれ
ました。
澤田賢司
EMC 事業主
任、松岡義隆
２０００推
進チーム委
員長の開会
宣言があり、
神谷尚孝西日本区理事の始球式により、熱戦が繰り
広げられました。遠藤通寛阪和部長のスローガン「共
に楽しく歩もう」を形にした企画。多くの子供たち

−6−

９月例会ゲスト、
京師美佳(きょうし みか)さんの
プロフィール
女性ながら鍵師と防犯設備士の資格を持ち、
テレビや新聞・防犯セミナー・コラムなど各地
で日々活躍中。２００５年５月独立。京師美佳
セキュア・アーキテクトを設立し、テレビ・新聞・
雑誌など、多方面で現在も防犯の啓蒙活動を展
開しています。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ９月報
第３３期

第 3 回役員会

２００７年８月２３日（木） 東ＹＭＣＡ
クラブはひとつのオーケストラ
日本区強調月間
Menette
出席者
丸尾・山内・初田・大谷・藤井・芳澤・望月・
濱添・横田・田中・伊藤・丸尾メネット

６．サンホーム大掃除参加者（８月２６日（日）
）
横田,芳澤、望月,伊藤、大谷（８月２３日現在）
その他メンバーに丸尾会長が電話で確認する。
７．ＹＹフォーラム参加者（９月８日（土）
１３：００〜１６：００：南ＹＭＣＡ）
伊藤、岩坂、佐古、正野、新本、芳澤、初田
丸尾、宮本×２、望月、横田 以上 1２名

８．ワイズポロシャツは９月５日締め切り
9 月例会 9 月 20（木 サンホーム
担当：C グループ
横田・大谷・田中・望月・山内・濱添・青野・
ゲストスピーカー
京師 美加 氏

8 月例会役割分担
司

会

大谷美佐子

サイズ： Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＬＬ・ＬＸ
色：ホワイト・ピンク・イエロー・サックス
価 額： ３０００円/枚
季節商品ですので締め切りを９月５日とします。

９．国際役員の立候補
君

聖句朗読

濱添

吉生君

食事手配 望月 強 君 食膳感謝 濱添 吉生
ニコニコ 田中 惟介君・青野 剛暁 君
受付 横田 憲子
君
10 月号ブリテン原稿担当者
こーひーぶれいく
伊藤 圭介
役員会報告
大谷美佐子
例会報告
横田 憲子
Ｙニュース
鈴木 えみ
サンホームニュース
尾北
昇
メネットコラム(私の独り言) 岩坂千種
にこにこテープ起し
大谷美佐子
巻頭言
田中 惟介

君
君
君
君
君
さん
君
君

審議事項・連絡事項
《審議事項》
１． ８月例会準備・最終報告（Ｂ班担当者）
１部例会・２部ハワイアン・３部オークション
予
算： 納涼例会補助金を充当
準備事項：備品担当 正野忠之君・食事担当 正野忠
之君・メネット会・飲み物担当 芳澤伸之君
青野氏入会は 入会キット等取り寄せ準備ＯＫ．
参加予定者数：取りまとめ正野君に人数を報告。
（会長より）・澤田氏、ミツチー氏招待。

２． ９月例会の準備
ゲストスピーカに「セキュアリティプランナーの京師
美加氏」予定・（正野忠之君紹介）

①2008〜2009 年度に IPE（次期国際会長）とし
て務める会員の推薦。区の締め切り９月１０日。
②2008〜2009 年度に国際議員として務める候
補者の推薦。区の締め切り９月１５日。
上記①、②とも国際で定めた国際役員の資質基準、
並びに西日本区の国際役員推薦内規に照らして推
薦されます。
：河内クラブとしては該当者なし。

１０．第２３回アジア大会報告（望月 強君）
岡山クラブの三浦克文さんがエルマクロー賞を受
賞。チェジュクラブのメンバーに会う。
：国際大会が横浜で 2010 年に開催されます。

１１．各事業委員会・ＹＭＣＡ等の報告
サンホームの納涼会、大掃除、１２５周年東Ｙわ
いわいフェスティバル（１０月１４日）に参加,
協力要請。
会計・・・阪和部に会費前期分振りこみ済み報告。

１２．その他
新潟中越地震の締め切り 8 月３１日・・・
納涼例会で募金袋配布。
ペルー地震は国内での募金は実施しません。
桃の里幼稚園の草刈について・・・
佐古至弘君を中心として日程を考える。
伊藤圭介君より１１月来日のオルガ氏について
説明があり、ご子息が窓口になりビザの申請をし
て下さるとのことです。（ロシアからなので必要
書類が多いようです）

３．前年度決算について（前期担当者）
：ブリテンに記載し、９月例会で報告
４．ジャガイモの発注状況（田中惟介君）
前年度と同じく種目はダンシャク。
販売価格・各 1 箱（10kg）
ジャガイモ（１５００円）、かぼちゃ（２５００円）。
チラシを作成する。作成については田中君に一任する。
５．ＥＭＣボウリングの参加者（８月２５日（土）
１２：３０〜１６：００ イーグルボウル）
正野、新本、初田、藤井、丸尾、山内、横田、芳澤、
宮本×２、望月・望月、田中
以上 1３名＋１（ミツチー）

新潟・中越沖地震救済募金にご協力ありがとうご
ざいました
８月例会に設置いたしました募金箱にビジターの
方々にまでご支援をいただき１１名の方々から募金
が寄せられました。 寄せられた浄財（12,500 円）
は、日本ＹＭＣＡ同盟にお届けするために大阪東Ｙ
ＭＣＡに託しましたことをご報告いたします。

−７−

大阪河内ワイズメンズクラブ ２００７年 ９月報
「桃の里幼稚園」
東ＹMCA

はじめまして、ＹＭＣＡ桃の里の八木です
この４月から始まったＹＭＣＡ桃の里ですが、初めての夏を
迎えました。
桃の里では水泳・体操・バスケット・ヒップホップの短期集中が行われ、沢山の子どもたちが参加しまし
た。この夏はじめて水泳やヒップホップにチャレンジする子ども達もいて初日は緊張ぎみの様子でしたが、
日が経つにつれ子ども達の沢山の笑顔が見られ、出来ることが増え最終日には満足そうな顔と成長した姿が
見られました。
この夏を期にまた沢山の子どもたちとこれからもがんばって行きたいと思います。

1．敬老祝賀会（９月１７日（祝））
特養の祝賀会を開催します。食生活創造室特製の豪華なお食事を用意し、皆様の長寿を祝います。最高齢
は１００歳の M さんです。米寿の方が３名いらっしゃいます。サンホーム入所者５０名の内２０名の方が９
０歳を超えておられます。

2.

レインボウクラブ（９月３０日（日））

レインボークラブは「東大阪手をつなぐ親の会」（青山会）の知的障害者の方を招待して外出支援を行なっ
ています。親の会のご希望で年間を通じて六甲山 Y へお招きしますが、今回は１０名が参加見込みです。
また、青山会所属の東大阪福祉作業所（通所）では、廃品回収、アルミ缶の回収も行っています。サンホ
ームでも毎月、古新聞、ダンボール、廃紙（シュレッターをかけた物）
、アルミ缶などを回収してもらってい
ます。

アジア大会に参加して

報告

望月

強

タイのバンコクで大会が開かれました。暑い時期に暑いタイに行くのは大変だ、暑さ対
策を万全にしなくてはと準備しましたが、大阪より過ごしやすく感じました。
今年は神谷理事を支える為に行くのだと肩に力を入れて行きました。ところが英語の出
来ない私にとっては難しいこと、通訳器のレシーバーに頼りきりでした。タイのお国らし
さを出し、趣向を凝らしたオープニングセレモニーもレシーバーから流れる日本語で素晴らしさの実感がわ
いてきます。フラッグを持ち堂々の入場をされた神谷理事、背筋をピンと伸ばし颯爽と歩を進めるその姿勢
のよさはダンスをされているからでしょう。大会のオープニングセレモニーはその国の
お国柄を表し素晴らしいものでした。
その夜の晩餐会で済州クラブの方々とお会いしました。済州
島の他のクラブの人と７〜８人参加されていましたが、日本語
の分かる宗さんがおられずコミニケーションが取れません、元
河内クラブの井上さんと交えて写真を撮りました。
何時もは二日目からはエスケープして、観光に出かけますが今回は真面目に各分
科会に顔をだしました。しかし英語で話されているので、時々知っている単語だけが耳に入りますが、意味
はサッパリ分かりません。それでも全部を見学してその雰囲気を味わいました。その間メネットは林メネッ
ト主任とメネット会に出席しました。メネット会では民族衣装の着付けと試着してカメラに収まり、郷土の
お菓子を食べ楽しんだ様子です。
以上の話だけですと真面目そうに聞こえますが、これだけでは家内が納得しません。家内は以前にバンコ
クの観光はしていますが、水上マーケットを体験していません。昔はバンコク市内でも小さな船で物を売っ
ていましたが、車の発達に従い市内ではなくなりました。車で１時間半ぐらい郊
外に行かなければ見られなくなりました。以前に体験した水上マーケットとは違
い観光化され外国の観光客目当てのマーケットになっていました。それでも小船
に乗りお土産やマンゴ、ドリアンなどをひやかしながら買うのは又楽しい経験で
す。ココでは日本語・英語・タイ語と混ざり合っていますが、それなりに通じる
から面白く、そして商売が成立します。これが海外の大会に参加する面白さかも
知れません。

−８−
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「私の独り言」

「水の恵み -節約の心-」
伊藤玲子さん
活動報告の丸尾メネット会長

一ヶ月前の新潟大地震の数日後、テレビを見てい
ましたら、主婦の方が「飲料水は配って頂いていま
すが、トイレに流す水がないので困っております」
とインタビューに答えておられる場面がありました。
ふと水道も出ず、食料も乏しく不自由な生活を過
ごしました、終戦直後の記憶がよみがえりました。
今は普段恵まれている豊富な水を何気なく、感謝
の心もなく毎日の生活用水として使っています。新
潟の皆さんや世界の旱魃地帯で水を求めて数キロも
井戸水を汲みに行く子供たちの姿をテレビで見たり
して、私もささやかながらお水を節約する気持ちに
駆られ、我が家ではトイレに流す水はお風呂の残り
湯を使うようにしました。大切な資源の水を一滴で
も粗末にしないように心がけたいものです。
水ばかりでなく、周りに満ち溢れている生活用品
も無駄にしないように気配りを続けたいと念じてお
ります。

製作中のメネット

「メネット会長会報告」
メネット会長

丸尾初子

８月４日(土) 13:00-15:30
南 YMCA ２階 ライブラリー
阪和部のメネット会長及びメネットが、西日本区大会支
援のためのお土産作りの講習を兼ねて集まりました。
林成子西日本区メネット主任は西日本区大会メネットア
ワーのためのお土産作りについて、阪和部の皆様方の(特
に)メネットさんのご協力が必要でありますとご挨拶をさ
れました。

(ご挨拶をされる林メネット主任)
遠藤メネット主査は今年度の事業方針を説明され、その
後は各クラブの活動と活動予定が報告されました。
続いて奈良クラブのメネットさんが、大会の記念のプレ
ゼント「カードケース」作りを懇切丁寧に指導してくださ
いました。素敵なカード入れが出来上がりました。時間の
関係で残りは持ち帰って、クラブでメネットの皆様とご一
緒に作りましょうと PR されました。
河内クラブはその場で２０個をお願いして合計３６個
を作ることになりました。しかし、現物は３０個の追加分
が送られて来ましたので、４６個の作成となります。皆様
のご協力をお願い致します。

記念写真

参加者
初田・伊藤・望月・丸尾

各メネット・初田メン

お土産作り

其の 2

8 月 23 日(木)の役員会の前にメネットさんに集
まっていただき、西日本区大会のお土産作りのパー
トⅡをおこないました。
楽しいお喋りとお菓子の差し入れで、手よりも口
の方が忙しいお土産作りでした。殆どが完成しまし
たが、時間切れで残ったものは、大藪メネットが持
ち帰りくださって作っていただけることになり、有
難く感謝してお願いしました。器用な方に作ってい
ただいたら一番良いと、上手に皆さんに言われた大
藪さんご苦労様です。

参加者
望月・大藪・新本・伊藤・田中・初田・大谷・丸尾
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HAPPY
岩坂 千種
田中加代子
芳澤 伸之
新本 英二

BIRTH

１９ＸＸ年
１９ＸＸ年
１９５５年
１９３０年

DAY

WEDDING

９月１３日生
９月２０日生
９月２７日生
９月３０日生

September

２００７

ANNIVERSARY

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
ワイズメンズクラブの活動は社会に光をもたらすものです。自らの活動を「世の光」として積極的にアピ
ールし、ワイズメンズクラブの認知度を高めましょう。
守田富男 広報事業主任（八代クラブ）

西日本区強調月間

Menette

メネットの親睦とメネット会の設立強化年です。メネット同士の親睦を深め、メンを支える基盤を強化し、
活性化をしましょう。
林 成子 メネット事業主任（奈良クラブ）

９月−１０ 月の予定
９月
９月 １日(土) 九州部部会
９月 ７日(金) 第２例会 東 YMCA
９月 ８日(土) YY フォーラム 南 YMCA
９月 ９日(日) 京都部部会
９月１５日(土) 西中国部部会
９月１６日(日) 中部部会
９月２０日（木）第１例会 サンホーム６階
９月２２日(土) 六甲部部会
９月 27 日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
９月２９日(土) 中西部部会
９月２９日(土) なごみ

１０月
１０月 ５日(金) 第２例会 東 YMCA
１０月 ７日(日) 阪和部部会
１０月１４日(日) びわこ部部会
１０月１４日(日) わいわいフェスティバル
１０月１８日（木） 第１例会 サンホーム６階
１０月２０日(土) 瀬戸山陰部部会
１０月２５日(木) 役員会 東ＹＭＣＡ
１０月２７日(土) なごみ

Wind

From

Kawachi

一頃の暑さは峠を越したとはいえ、まだまだ暑い日が続いています。暑さで体力を消耗し夏バテの症状はありませ
んか。もうすぐ良い季節になります。ワイズの行事も目白押しになりますが、体調を整えて楽しく参加が出来ますよ
(M.H)
うに頑張りましょう。私は今日も元気でした。 感謝。

第 33 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:丸尾 欽造 副会長:山内 信三 書 記:初田 稔・大谷美佐子 会 計:藤井 敬子・芳澤
メネット会長:丸尾 初子 直前会長:望月 強 連絡主事:濱添 吉生

伸之

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/
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