
 

 

3 月例会プログラム 
EF・JWF 

3 月 17 日（木）サンホーム 
6：30～8：30 

司  会        横田憲子君 
開会点鐘      大谷会長 
ワイズソング    一  同 
聖句朗読      中野義彦君 
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者    

会長の時間     大谷会長 
食前感謝      新本英二君 
食事・歓談・インフォメーション 
ゲストスピーチ北田利恵リーダー 

「ミャンマー体験報告」 

誕生・結婚祝い   大谷会長 
にこにこアワー 

中野君＆当日指名メネット 
YMCA の歌    一  同 
閉会点鐘      横田副会長 
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２０１０～２０１１年度【主  題】 

クラブ主題  ワイズ事業に活力を！                     大谷美佐子 

 阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ） 
 西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ” 

       副題    泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル） 

 アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」     高田 一彦（横浜クラブ） 

 スローガン “Realization of World Peace through Y’s Activities”   「世界平和をワイズの手で」 

 国 際 主 題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」      藤井寛敏（東京江東クラブ） 

 スローガン  “Build a Bridge to the Future” 「明日《あす》への橋を架けよう」       

 

  
【今月の聖句】テモテへの手紙Ⅰ 6 章 7節～8節  （選・解説 岩坂正雄） 

「わたしたちは、何も持たずに世に生れ、世を去るときは何も持ってゆくことができません。 

食べるものと着る物があれば、わたしたちはそれで満足すべきです。」 

 
― 生きてゆく物資さえあれば、何が余分かを考える見識をもって、ワイズ運動の基金に寄付しましょう―  

 

『トラ
・ ・

から ウ
・

へ』    岩坂 正雄 

ワイズ年度の後半に入って、次期役員の選挙も終り、大

谷美佐子内閣から横田憲子内閣への移行が決まりました。 

「還暦」という言葉は、「干支
え と

」の組み合わせが、60

年の歳月を経て元に還るしくみの表現です。十干（10 の

干）と、十二支（１２の支）の組み合わせ、つまり、10

と 12 の最小公倍数である 60 がその基となっております。 

人間の性格は、その生まれた年の干支の特性に影響され

ていると言われています。 

わがクラブは、昨年「還暦」の半分を越えた３５周年を盛大に祝い、兄弟

クラブである韓国済州クラブは、今年そのちょうど半分の３０周年を迎えら

れます。 

昨年の干支は「庚寅」（かのえトラ
・ ・

）で、事業の目標にねらいを定めて力

強く進むトラ年の大谷内閣から、今年は「辛卯」（かのとウ
・

）、多様に元気よ

くはねまわるウサギ年の横田内閣にバトンタッチされますが、その跳躍ぶり

に期待したいと思います。 

   
 

 

会 員 数 
２1名 ゲスト＆ビジター         ３名 ２月末各ポイント累計 にこにこファンド 

（広義＆メネット会員） １名 メネット＆コメット ３名 B F ０円 ２ 月分 １７４８３円 

会 員 出 席 者 １６名 例 会 出 席 者 ２２名 ユース ０円 累 計１１１６１０円 

メ ー ク ア ッ プ １名 役 員 会 出 席 者 １１名 C S ０円   

２ 月 の 出 席 率 ８１．０％ ２月 の 全 出 席 者 ３３名 切手累計 ５９０g   
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 ２月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
   ２０１1年２月１７日（木）18：30～20:30 

 記録 正野忠之 

出席者(敬称略) 

メ ン 田中・藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本 

佐古・伊藤・加藤・横田・新本・丸尾・岩坂 

畠平・正野 

メネット伊藤・望月・丸尾 

ゲスト・ビジター  

    奥田時夫・工藤義正（土佐堀） 

    今井利子（なかのしま） 

                以上２２名 

 
 ２月はＴＯＦの月。例年は次期の

役員を決める選挙がメインでしたが、

今年度から選挙が１月になり、通常

通りゲストスピーカーを招いての例

会となりました。 

定刻、望月ワイズの司会により開

会。今月のゲストスピーカーは、大

阪土佐堀クラブの奥田時夫ワイズで

す。同じクラブの工藤ワイズと大阪なかのしまクラブ

の今井ワイズがビジターとして出席いただきました。

会長の時間では、大谷会長が「ここに立つと、いつも

心臓がバクバクする」と、そんな雰囲気はみじんもな

く、堂々と話されていたのが印象的です。常に威風

堂々とした姿は、クラブ内に安心感がもたらされる気

がします。 

ＴＯＦの月の食事は質素が常。担当を丸尾ワイズにお

願いしましたが、“とん蝶”のおこわ弁当と茶碗蒸し

に、自家製の大根を煮付けて用意していただきました。

これが美味！！ もちろん、丸尾メネットの作である

ことは言うまでもありませんが、独身の私には心に染

みる味でした。感謝申し上げます。 

歓談、諸報告のあとは、いよいよ奥田ワイズによるゲ

ストスピーチです。以前、他クラブでの卓話を聞く機

会があり、河内でもと切望して実現した今回のスピー

チ。テーマは、地球の困った現実「飢餓・貧困・環境」

です。ＴＯＦにふさわしいテーマと内容を用意してい

ただき、一同、話に聞き入りました。世界の食糧事情

やアフリカ、ミャンマーにおける子どもたちが直面し

て い る 現 実 を 知

り、ＴＯＦを改め

て 考 え る 良 い 機

会 に な っ た の で

は な い で し ょ う

か。素敵なお話、

あ り が と う ご ざ

いました。 

結婚。誕生日祝いでは、入会ホヤホヤの畠平ワイズが、

２月生まれということで早速にお祝いを受けました。

新しいメンバーが入ると、例会の空気も新しくなりま

すね。3 月例会は、ＹＭＣＡよりミャンマーに行った

東ＹＭＣＡのラムリーダーに活動を報告していただ

きます。お楽しみに。 

  

 

誕生・結婚記念日のお祝いを 頂きました・・・・ 

 

にこにこ語録（2 月例会）敬称略 

 テープ起稿 宮本 桂子 

宮本；今日は、貴重なお話有難うご

ざいました。全ての国がもっと平和

で、もう少しだけ豊かであって欲し

いと、心から願います。 

加藤；ほんとに日本は平和だなとつ

くづく思います。孫が大きくなって

も平和であって欲しいと思います。 

伊藤；ルックワールドと題しまして、ＹＭＣＡやワイ

ズメンがお金を出し、今の若い人に外国を見させよう

とやっています。若い人が成長した時に貧困な国で活

躍してくれれば、投資したお金が生きてくると思いま

す。 

伊藤メネット；エジプトの騒動の時に、テレビで子

供たちがお墓に住み、泥水を飲んでいるというのを見

て、身震いがしました。日本人である事がなんと有難

い事だと思いました。 

望月メネット；私たちの子供の時は、

食べるものが無くて、リュックの底

にお米を隠して田舎から帰ったのを

思い出しました。この平和がいつま

でも続く事を願っています。 

杉村；昨年、広東省の北部の山岳地

帯の子供たちの支援と言う事で現地のＹＭＣＡと一

緒に行ったのですが、単発で物を渡して、果たしてど

れだけの効果があるのかと疑問に思いました。 

私がＹＭＣＡの中でどういった働きができるのかな

と考える事がありました。 
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芳澤；２月号のブリテンでは、久

しぶりに長いニコニコのテープ

起しをしました。奥田さんの印象

は、マイ箸のイメージが強いです。 

私は、カップ麺のふた押えを愛用

しています。 

藤井； 

先月のような長いニコニコの例会があっても良いと思

います。また、やって頂けたらと思います。 

正野；奥田さんには、まさにタイ

ム オブ フアストに相応しい

お話しをして頂いて、有難うござ

いました。 

田中；４～５年前から、サンホー

ムの１階に私が缶を置いて使用

済み切手を入れてもらっていま

す。１年間で、１キロくらい集まりました。缶の横に

は、「使用済み切手有難う河内ワイズメンズクラブ一

同」と書いてお礼状として貼っておきます。 

新本；日本の飢餓状態は本当にありました。配給制度

でしたが、お米の遅配や欠配というのがありました。 

佐古；給食会社に勤めていますが、病

院と学校の給食が一番捨てられてい

る、という事があります。出来るだけ

食事は、大事に感謝して頂きたいと思

っています。 

畠平；子供が多いから貧乏な訳で

はなくて、貧困があるから子供が

多いという話は、日本でも、あっ

たそうです。一人ひとりの子供を

援助するのも大事だけど、そうい

うのを根本的に変えるには、社会

が変わらなくては駄目なのか

な？と感じました。 

岩坂；今日、紹介のあったマンダ

レーのＹＭＣＡの会員組織に提案されて、国際会員の

運動を広げようという事で、私も入会しました。マン

ダレーのＹＭＣＡのチャイルドケアセンターを支える

国際的なＹＭＣＡ会員としての働きに協力出来たらな

と思いました。 

今井；なかのしまは、設立以来ずっとミャンマーに支

援しています。障害を持つ女性の縫製指導に山路さん

が何十年もいっていらして、続けている事に意味があ

ると思います。 

工藤；去年は、３５周年という

事で、８月に来させて頂き、ま

た２月に来させて頂きました。

河内クラブさんは、来ればほっ

とする感じですね。 

望月；今日は、つたない司会で、

有難うございました。 

横田；奥田さんは、色々な事をされて、目的を持って

ミャンマーで調査をされた様な重いものが感じ取れて、

あらためて感心いたしました。 

大谷；映像を見せて頂き、胸に突き刺さるような思い

をしました。日本で暮らしていることが幸せだと思い

ます。 

奥田；私のつたないスピーチでこれだけの方からこれ

だけのお話しをもらって私が力を頂いたと思っており

ます。これからも継続して、お金をばら撒きに行くの

ではなく、どうしたらこういう風に良くなるのかと、

山路さん流でやっていきたいと思います。有難うござ

いました。 

丸尾メネット；孫たちにこの映像と先生のお話しを聞

かせてやりたいと思いました。 

丸尾；私が小さい頃は、落ちている物も食べていまし

た。でも今は、ちょっとしたお肉でも食べられない。

身体が生意気になっているのですね。 

 

本日のにこにこは ￥１７，４８３－ でした 

 

第３6 期 第9 回役員会報告 

“ワイズ事業に活力を” 

日本区強調月間3 月 EF・JWF 
２０1１年2月2４日（木） 東ＹＭＣＡ 

 

出席者 大谷・芳澤・田中・藤井・横田・望月 

中野・正野・伊藤・丸尾・畠平 

3 月例会  
3月17日（日）6；3０～8；30 サンホーム 

Ｃ班担当；田中・新本・横田・岩坂・中野・尾北・大藪 

ゲストスピーチ；北田理恵さん（ラムリーダー） 

テーマ；ミャンマー体験報告 
 

例会役割分担   
司 会   横田 憲子君   聖句朗読 中野 義彦君  

食事手配  尾北 昇 君   食前感謝 新本 英二君 

ニコニコ  中野 義彦君＆当日指名メネットさん 

受  付・音楽担当  会 計  望月・藤井君 

 

4 月号ブリテン原稿 
例会報告               横田憲子君 

役員会報告                尾北 昇君 

２月例会にこにこテープ起し     大谷美佐子君 

Ｙニュース              鈴木えみ さん 

サンホームニュース            尾北 昇君 

巻頭言                    正野忠之君 

原稿締切は3月25日 厳守！  ４/１印刷発送日です。 

審議事項 
１. ４月例会 Ａグループ担当 ゲスト月 

  佐古（委員長）・芳澤・伊藤・藤井・杉村・畠平 

  

２. 奈良傅賞 候補者推薦の件 

  事務手続きの余裕が無いため来期に申し送る。 

３. 国際議員候補推薦の件 

西堀Y’s病気療養のため補充議員を求められた。 

岡野Y’sが立候補されている事を鑑みクラブとして 

の選考・推薦は行わない。 

４. 河内クラブ研修会について（中野） 

２月２６日２時～６時サンホーム６階で行う。 

その後“なごみ”に加わり７時半より同所にて懇親会 

を開く。会費はメン1500円、メネット1000円とする 

研修参加人数はメン12名、メネット4名の見込み 
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５. らくらく車椅子登山について（丸尾委員長）

   ２３日第１回実行委員会を持った。

   週明けから広報・視察等の活動を開始する。

   車椅子はサンホーム８台、デイサービス８台、

外部から４台の計２０台を予定。 

車両 20 台の確保が必要。今後の取り組みは都度報告

する。 

なお、第３回阪和部評議会でアピールを行った。

６. 済州クラブ３０周年に付いて 

  岩坂事業委員長所要の為望月 Y’sが報告した。

  ゴールデンウイークにかかり航空券・ホテルの手配が

タイトであるが 堺クラブの渡辺 Y

日～３０日の日程で訪韓する。２８日夕祝会、２９日

懇親会。観光については 今後検討する。

約１０名の参加意思表明があった。

4月度役員会の日程変更の必要あり。

７.地域奉仕活動の補助金について 

   車椅子清掃や桃の里草刈り奉仕活動の後で茶菓出懇

親会を持っている。個人の負担にならないようクラブ

の活動費から支出してほしいとの要望であった

地域に繋がる活動であり請求に基づき正当に支出さ

れるものであると承認された。 

８.YMCA アフタースクール開校について

４月から月・金の下校後～７時に開校するにあたり中高年

で伝統文化等を教えられる人を探したいと、要望があった。

後日、鈴木さんから詳細の説明を求める。

９.次期西日本区 JWF 委員就任要請について

 丸尾 Y's に要請がありクラブ承認を求められた。

10.ブリテン編集等に関して 

ＰＣの購入や編集会議等について提議された。研修会で

話し合うようにしたい。 

 報告事項 

 1.会計より  

後期区費・ＴＯＦ・ＢＦ・ＥＦ・Ｙサ・ユース

バナー新調費阪和部費等の送金を完了した

 ２.東 YMCA 運営委員会 3 月 5日ｐｍ4：

  卒Ｙ式 上記の中５：００頃～  

  卒業生 ９名 記念品を贈る。正野 Y’

その後ボランティア感謝の集いが開かれる

  同日南 YMCA において YY フォーラム 13

  ブリテンから取材に赴く予定。 

３.サンホーム車椅子清掃 ３月２６日ｐｍ

４.桃の里幼稚園 草刈清掃４月１６日ｐｍ

５.スペシャルオリンピックスより案内 

 ２月２６日記念植樹 10：00～10：30 

       11：00～14：00 サンキューパーティ

大阪城公園及びツインタワービルにて

６. ライブラリーコンサート ５月２１日（土）

       ＰＭ3：00～4：30 

河内クラブスポンサー 

７. 第１４回西日本区大会 

 ２０１１年６月１１日（土）～１２日（日）

於：ウエスティン都ホテル京都

  ２/１７現在 メン９名 メネット３名＆連絡主事１名

８. 次期会長・主査研修会 3/12～3/13

９.土佐堀クラブ６０周年祝会 5/21（土）４時～７時

     土佐堀会館 ￥8000－ 

連絡事項 
1. ４月１日（金）ブリテン印刷・発送 

2. なごみ３月２６日（土） 

大阪河内ワイズメンズクラブ 2011 年 3 月報
（丸尾委員長） 

３日第１回実行委員会を持った。 

週明けから広報・視察等の活動を開始する。 

車椅子はサンホーム８台、デイサービス８台、 

 

台の確保が必要。今後の取り組みは都度報告 

第３回阪和部評議会でアピールを行った。 

が報告した。 

ゴールデンウイークにかかり航空券・ホテルの手配が 

Y’sに相談し２８ 

日～３０日の日程で訪韓する。２８日夕祝会、２９日 

今後検討する。 

約１０名の参加意思表明があった。 

月度役員会の日程変更の必要あり。 

車椅子清掃や桃の里草刈り奉仕活動の後で茶菓出懇 

親会を持っている。個人の負担にならないようクラブ 

の活動費から支出してほしいとの要望であった。 

地域に繋がる活動であり請求に基づき正当に支出さ 

アフタースクール開校について 

４月から月・金の下校後～７時に開校するにあたり中高年 

で伝統文化等を教えられる人を探したいと、要望があった。 

後日、鈴木さんから詳細の説明を求める。 

委員就任要請について 

に要請がありクラブ承認を求められた。 

ＰＣの購入や編集会議等について提議された。研修会で 

サ・ユース 

した。 

：00～ 

’sが用意する。 

ボランティア感謝の集いが開かれる 

13：30～15：30 

３月２６日ｐｍ1:00～3：00 

４月１６日ｐｍ1:00～3：00 

 

 

サンキューパーティ 

大阪城公園及びツインタワービルにて 

５月２１日（土） 

２０１１年６月１１日（土）～１２日（日） 

於：ウエスティン都ホテル京都 

メネット３名＆連絡主事１名 

3/13 チサンホテル大阪 

（土）４時～７時 

 

クラブ研修会 開かれる
 

 

 

 

 

 

 

２月２６日（土）午後２

ラブ研修会が開かれた。 

ティータイムを入れて３

にわたり熱心に議論が交わされた

 

 第１部では大谷会長から

援を頂いた事に対し、感謝

ら、課題を提示され、横田次期会長

腹案として取り組み姿勢と

     （ティーブレーク

 第２部に入り中野実行委員長

それぞれ第１部の発題に関

回収した項目を大きく６っつに

 尾北 Y’s が 詳細な記録

れを別紙でブリテンと共に

ために、ご欠席の方々も目

 

 第３部は１階ロビーに移動

やＨＰ作成の話題やモバイルの

れぞれのスタイルで時を過

入る。 

実行委員長

の豪華

名物のお

こ焼き

菜漬け

“

ネットさんも

を

 

通

歓談

しいことであった

９

会長

遠方

れ

会

月報 
かれる！ 

２時からサンホーム６階でク

 

３部構成になっており長時間

わされた。 

から今期の活動に対し多くの支

感謝を述べられ、気づいた事か

横田次期会長が次期運営に関し

と課題を発題された。 

ティーブレーク） 

中野実行委員長のアイデアで 各人が

関し思うところをメモに記し、

っつに分け順次討論された。 

記録を作成してくれたのでこ

に配布する。課題を共有する

目を通して頂きたい。 

移動し、“なごみ”に加わる人

やモバイルの話題に熱中する者等そ

過ごし、７時頃から懇親会に

実行委員長の発声で乾杯。「佑和」

豪華な松花堂弁当、“なごみ”

のお好み焼き、ヤキトリ、た

き、サンホーム差し入れの白

け、それに飲み放題のビール。 

 

 

 

“なごみ”でご奉仕されたメ

ネットさんも合流し歓談の時

を過ごした。 

 来月のゲストのリーダーが

通りがかり、会に誘い込み、

歓談に加わってくれた事も嬉

しいことであった。 

９時過ぎ、大谷

会長の中締めで

遠方の方は帰ら

れ、９時半頃散

会した。 
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阪 和 部 第 ３ 回 評 議 会 報 告                

２月１９日（土）１４時から南 YMCA ４０１号室に於いてクラ

ブ代表者等約３０名を集め、第３回阪和部評議会が開催された。 

 レジメに沿って会議は進められ、まず会長・主査の活動報告があ

った。 

詳細は同日発行された部報第２号に記されているのでそれを読ん

で頂きたい。下半期の活動予定も発表されたが、適宜 事業委員長

から伝達があるであろうと思うのでここでは割愛する。 

 河内クラブの報告は、当日所要により欠席

された大谷会長の準備書面をもとに丸尾クラ

ブ書記がなされ ４月のらくらく登山のアピールと IBC 活動として 済州クラブ３０

周年祝会へ列席する予定も報告された。 

 

 主査の報告では正野 Y サ・ユース事業主査が 急な事ではあるがとおことわりしつつ３月５日の YY フォ

ーラムへの参集を要請された。 

連絡主事報告の中で特記することは、大阪 YMCA が NPO 公益財団法人認定を

得た事で４月１日から呼称等に変更があることや事務上の変更があることが伝

えられた。詳細は今後ルートを通じて伝達されると思う。 

 続いて協議に入り、レジメに記された４項目の他 当日提出された動議の審

議がなされた。順次掲載する。 

（1 号議案）第２回評議会議事録承認の件・・（承認された）  

（2 号議案）次年度における次次期部長選出の件（輪番制による長野クラブか

ら事情により受諾できない旨の表明があり、泉北クラブの内諾を得ている事か 

 らこれを承認されたい）・・（承認された）  

（3 号議案）次年度阪和部役員の承認と任命の件・・（一括して承認された）  

ここで正野 Y’s から評議会の場で次期における次期部長として承認を得たいと緊急動議が出され キャ

ビネットから３号議案の中で一括承認されているという説明があったが 部長としてのモチベーショ

ンの為にも別途承認を得たいと筆者がセコンドを表明し拍手で持って承認を得た。 

（次期松本部長からの動議）次期主査会長研修会参加費用全額補助したい。・・（予算成立の過程を踏まえ 

   この変更は認められなかった） 

（その他）□Ａ  サンゴの幼生植え付けツアー・・（高橋地域奉仕・環境事業主査から提案されたが 理解を 

深めてから実施に向けての検討をしようと継続審議に付された。 

     □Ｂ  大阪マラソン 2011 実行委員会へ 阪和部を団体ボランティアの窓口として紹介する事 

        の可否を求められた。・・（承認された） 

     □Ｃ  新年合同例会の会計報告をし、承認された。 

次に連絡事項の伝達があり、第２回部長公式訪問の調整の為に希望月を連絡する事と、（区大会での部長報

告用として）活動報告の提出＝原稿及び写真＝を３月３１日までにするようにと要請され、監事後評、YMCA 

ソング斉唱で 定刻より約３０分遅れ閉会された。 

河内クラブから丸尾・横田・正野・田中が出席した。 

（感想）事前の予測からキャビネットは審議時間を設定されているのだから議事法に基づき処理されれば長

時間の延長なく終われたであろう。問題は、動議提出の期日や緊急動議に対する出席者の対処（セコンドを

するか否か）や賛否のとりかた、表明の仕方等の対応に関し会員の理解を深める機会が有って良いのではな

いだろうか？ 

つまり阪和部研修会？の実施。あるいは不断の交流。いやらしく言えば 根回し・・か？ 

 

 個人的には、仲間内での議論は脱線やまとまりのない広がりが有っても そこから何か新しいアイデアが

生まれてくる可能性もあるのだから 構わないと思っている。議事法くそくらえ。さすれば 余裕のある時

間設定が要るわけで貴重な時間をどう生かすかと・・・・・・・ 堂々巡りになっているなぁ。 

 あまり言い過ぎると次次期、正野部長期に何を言われるか、責任を取ってネ？などと言われかねない。 

唇が寒くならないうちに中途半端で 感想 おわり。田中記 
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雪遊びキャンプに行ってきました 
 
 ２月１２日～１３日で滋賀県箱館山に雪遊びキャンプにいってきました。このキ

ャンプは幼児年中～小学校２年生対象のプログラムです。キャンプでは、昔ながら

のそりを１日目の夜に作って、２日目の朝にそり遊びをしました。昔ながらのそり

とは・・・肥料袋と紐で作った簡単なそりです。雪国の子どもたちは 実際にこれを作って遊ぶそうで、石川県

出身の ぜん
・ ・

リーダーも、もれなく このそりで遊んでいたそうです。 

 オリジナルのそりは スピードを出すために 紐をひっぱったり、背中で滑ったりと工夫が必要です。最初は

「リーダー 全然滑らへんからプラスチックのそりで遊びたい。」といっていたお友達もいました。けれども敢え

て「まだ自分で作ったそりで遊ぶ時間なの」と言ってプラスチックのそりは貸し出しませんでした。そうすると

子どもたちは、諦めてオリジナルそりで何度か滑って遊んでいました。そのうちにスピードが増してきたり、い

ろんな姿勢で滑ってみたりと楽しさを見つけていました。 

 そのような子ども達の姿を見て、「性能が悪いものや不完全なものを、いかに知恵を絞り工夫をして楽しむか」

を体験することの大切さを改めて実感しました。考える力、工夫する力、面白さを見出す力は「遊び」において

も、「勉強」においてもとても大切なことですから、敢えて不自由・不完全な機会を作り出しながら子ども達を見

守りたいなぁと思った時でした。 

 さて、前回でお知らせしていましたネパール人リーダーのルペスサイズくん。最初は戸惑っていましたが流暢

な日本語で子ども達にもどんどん話しかけていったり一緒に遊んでおりました。何よりも彼の笑顔が素晴し

い！！穏やかな表情に子ども達もすっとひきつけられていました。終わった後の感想を聞くと「楽しかった」と

笑顔で答えてくれました。 

 日本人リーダーにとって彼を迎え入れることは、当然ながらいつも以上に神経を使うことでした。このように

異文化を積極的に迎え入れ、今のリーダー達の持つ「多様性を受容できる力」を強めてゆきたいとも思っていま 

す。                                  （ぜんリーダーです） 

   
 小さな親善大使、この笑顔が未来を創るのですね        

            （ルペス君と子供たち）       みんなで楽しむウインターキャンプの夜でした             

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                             
                              

東YMCAクリスマス献金プログラム 
 ２月６日（日）「ふれあいサロン」 １１：００～１５：００ 

 地域の高齢者の方々にお集まりいただき、食事やレクレーションで楽し

い一時を過ごしていただきました。 

参加者は３０名でした。ワイズの横田さん、伊藤さんには、食事喫茶な

どご協力いただきました。  

今回は、マジック教室、絵手紙教室、切紙教室、効果測定（筋力・バラ

ンス感覚などの測定）、嚥下体操等のプログラムがありました。普段一人

暮らしの方も多く参加され「とても楽しかったわ。」と喜んでおられまし

た。皆様の笑顔を見て、スタッフ・ボランティアも元気を貰いました。 
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阪和部メネット会 ランチの集い 

と  き： 

2011 年 2 月 26 日 11：30－13：30 

と こ ろ： 

帝国ホテル大阪  

ロビーラウンジ「ザ、パーク」 

 

大川の早春の陽射し、明るい庭をバックにしたホ

テルの広いラウンジで出席者 20 名足らずのこ

ぢんまりとした会になりビュッフェ式で それ

ぞれ好みの品を選んでおしゃべりを楽しみまし

た。永井メネット主査（紀ノ川クラブ）からゆっ

くりと食事を楽しみましょう、とご挨拶がありま

した。 

食後は天満宮観梅に行かれた方もあり、早春の

大川周辺の景色を楽しんだ方もあり、夕方はサン

ホーム“なごみ”のお手伝い、その後河内クラブ

の研修会へ合流し、充実した一日を過ごしました。 

記録 伊藤 玲子 
河内クラブの出席者：大藪、中野、望月、新本、伊藤

各メネットの皆さん 

他クラブの出席者：泉北クラブ 2 名、サウスクラブ 5

名、紀ノ川 3 名、奈良 2 名、和歌山 2 名。 

 

メネットの皆様 

    アームバンド製作の件 
 いよいよ春が近づいて参りました。日頃はいろい

ろとご協力頂きまして 有り難うございます。 

 ４月末韓国済州クラブ訪問時のお土産として、お

届しては如何かと、製作する事になりました。 

 お手伝いいただける方、又ご見学、おしゃべりな

ど・・・お待ちしています。 

記 

日 時：3/17（木） 例会前 15：00～18：00 

場 所：東 YMCA 6Ｆ Ｃ教室     以 上 
追 伸：出欠のお返事は不要ですが、大勢のご参加お

待ちしております。   メネット会長 大藪暢子 

 

メネット事業通信  Voｌ. 5 より抜粋 

 2 月に入り寒い日が続いています。大阪でも

大雪が降り大人は大慌てですが、子どもたちは元

気に雪だるま作りに精を出していました。 

西日本区各部でもそれぞれの雪模様があったの

ではないでしょうか？ 

2 月15 日は西日本区各負担金・献金の振り込

み期限でした。メネット国内事業、国際事業、Ｒ

ＳＤ支援金にもそれぞれ各メネット会・各クラブ

からのお振り込みを頂きありがとうございまし

た。 

お振り込み状況一覧表中間報告分（12 月末締

め）をメネット報 Notes ＆ News 第2 号に

掲載させていただきます。また、最終報告分（原

則2 月15 日締め）のお振り込み一覧表はメネ

ット報Notes ＆ Newsの第3 号に掲載させ

ていただきます。 

告  知   河内メネットの皆様へ 

 

ご好評頂いた（？）「いちおし！」は前号で終了

いたしました。 

ブリテン担当は7月から変わりますので、メネット

コラムのテーマを決めるのは後任にお任せしたい

と思います。 

4・5・6 月報のこのページをどうすればよいの

か、悩ましいところです。 原稿集めや投稿をメネ

ット会で進めていただけないでしょうか？ 

出来ればこのページの編集までしていただけれ

ば嬉しいのですが・・・       編集長 記 
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HAPPY BIRTH DAY
藤井 敬子 １９５１年３月 ２日生

佐古 至弘 １９３２年３月１６日生

岩坂 正雄 １９３２年３月２９日生

 

 

 

景気低迷の今、求められるのはワイズの

ワイズメンを紹介しクラブリーフレットや

 

個人や、家族や、クラブなどでの色々

                                  

                                                                                                                     
                                                              
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               第
会 長: 大谷美佐子 副会長:横田憲子

メネット会長:大藪暢子

例会場・役員会場 ：サンホーム

ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

33 月月－－44 月月のの予予定定  

  

33 月月            
４４日日（（金金））  ブブリリテテンン印印刷刷・・発発送送

  ５５日日（（土土））ササンンホホーームム感感謝謝のの集集いい

            YYYY フフォォーーララムム  南南ＹＹ  

１１２２～～１１３３日日  次次期期会会長長・・主主査査研研修修

１１７７日日（（木木））例会 サンホーム  

２４日（木）役員会 サンホーム 

２２６６日日（（土土））車車椅椅子子清清掃掃奉奉仕仕  1133：：

Wind From Kawachi      
に泳ぐパーマークの鮮やかなアマゴを

かしむ今、老境と言うにはまだまだ

Wind From Kawachi  河内から吹

きな風となりワイズの世界に 春一番

ひそかに期待しつつ 小欄を続けてきた

枝すら動かせない。気長に成果を待

っていようか・・・（軍師として迎

ように 〈注 太公望＝周の軍師として

お水取りと言えば東大寺二月堂のそれを

時に指定の吉方の自然水を汲みに行

恵方の渓谷に入り、谷の清水を 甘露

を探しに出かけよう。       

CS お年玉切手 

 

岩坂正雄 Y’s；１２枚 横田憲子

 

 

  Kawachi,  Region  Japan  West  March

DAY  ３ 月   WEDDING ANNIVERSARY
２日生            

１９３２年３月１６日生           田中惟介＆加代子夫妻

１９３２年３月２９日生 

日本区 通年強調目標 PR  
められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い

しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう

 西日本区強調月間  EF・JWF 
 

色々なハッピーニュース・ラッキーニュースを記念

ワイズダム発展のために

                               杉浦 

                                                                                                                     
                                                              
                                             

第 36 期 ク ラ ブ 役 員 
横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北 昇 会計：望月 強・藤井敬子

大藪暢子  直前会長: 芳澤 伸之  連絡主事:杉村 徹 

：サンホーム   東大阪市御厨南３－１－１８   
http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/ 

送送  

いい・・卒卒ＹＹ式式  

  11：：2200～～33：：2200  

修修会会  

 

：：0000～～1155：：0000  

    ３月、お水取り、アマゴの解禁、春一番。 三題話

やかなアマゴを追って渓谷にわけいり 朝日にきらめく水玉

うにはまだまだ と思いつつ、遠い昔を思う心地は やはり老人

吹く風が アマゾンの蝶の羽ばたきからおこる風

春一番に及びも無くても せめてこずえを揺るがす

けてきた。かすかな手応えは有るものの 大きなうねりに

待てるのも老人の特性なのだから 釣果を過大に

迎えられる事を期待しているのではありませんので・・・

として迎えられ、武王を補佐して殷を破ったとされる・伝

のそれを指すが、それとは別に お砂取とか お水

行き 9 日間飲用する、日本で独自に発達した開運法

甘露と心得、心行くまで飲み干して 杉の花粉をものともせず

                               

44 月月  

  １１日日（（金金））ブブリリテテンン印印刷刷・・

１１６６日日（（土土））桃桃のの里里  草草刈刈りり

２２１１日日（（木木））例会 サンホーム

２４日（日）らくらく車椅子登山

２８日（木）役員会 サンホーム

            チチェェジジュュククララブブ

横田憲子 Y’s；１５枚 芳澤伸之 Y’s；５枚 のご提供がありました。

  地域奉仕・環境事業委員長

March  2011  

ANNIVERSARY 

田中惟介＆加代子夫妻 ３月３０日 

い楽しいクラブ、明るく元気な

アピールしましょう。 

 中原 一晃 広報事業主任 

記念して、 

のために献金しましょう。 

 英 ファンド事業主任 
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