
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

       

    

新本 英二                       

１９４０年に東京でオリンピックが

開催される予定であった。前年ヨーロ

ッパで砲火が響き、国際オリンピック

委員会はこの開催を中止した。  

日本ではこの年、文部省の指導の下、

体育協会等が一丸となって、各地で総

合体育大会が開催された。 

甲子園では伝統のある全国中等学

校野球大会が熱狂的な国民の注視をうけた。 

国民は全試合完封した和歌山県代表海草中学嶋投手の大活躍

に感動した。同校は翌年も優勝し私はラジオの前に釘付けであ

ったことを思い出す。小学生時代大寒の時期、寒中駆け足大会、

寒中剣道寒稽古会に積極的に参加した。道場の冷たい板間での

正座を懐かしく思いだす。体をつくるということは、自己が与

えられた環境でどう行動するかということだ。青年時代毎朝早

く道路に飛び出して走り回った。１０００メートルを３分、３

０００メートルを９分。その刻みタイムを長距離に延長した。 

従って競技大会では、５０００メートルは１５分目標。１０

０００メートルは３０分目標と練習した。練習が積み重なると

体は自然に反応する。関西学生駅伝に出た時は２位に５分差で

タスキをうけた。長距離で「ピッチ走法」はやっていなかった 

が遅れを取り戻すにはピッチで走ってみようと、思いっきり小

幅のピッチランニングを試み両手を前後に早く動かした。後送

のバスからは「ええぞ、ええぞ。もっと行け。」の掛け声。こん

な体験はやったものだけに与えられる賞与だ。ボーナスだ。 

                          

（写真は、１９８０年当時のものを使用させていただきました） 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０２０２０11113333 年年年年    2222 月報月報月報月報         

      主  題       2012012012012222－－－－2012012012013333 年度年度年度年度        クラブ・部・区・アジア地域・国際クラブ・部・区・アジア地域・国際クラブ・部・区・アジア地域・国際クラブ・部・区・アジア地域・国際    
ク ラ ブ 主 題   会長 宮本桂子「ワイズライフを楽しもう！」 “Let’s Enjoy the Y’s Life”   

阪 和 部 主 題   部長 正野忠之「元気に みんなで」 スローガン「10年後の阪和部へ、つながる」     

西 日 本 区 主 題      理事  成瀬晃三 “Let’s Y’smen Light Shine before Others 
                    In the club, in the community, in the world”  
“先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で”  

スローガン    “Devote Yourself to Y’sdom and Get More Satisfaction!” 
                     “ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう”                 

アジア地域主題      地域会長 Oliver Wu  （台湾） 
“Years bring wisdom”「歳月はY’sをワイズ（賢者）にする」 

  スローガン       “Action vitalize life with strength” 「行動が活力を呼び覚ます」 

国 際 主 題    国際会長 Philip Mathai （インド） 

“Be the light of the world” 「世を照らす光となろう」 

  スローガン     “Share your blessings in love”「恵みを愛もて分かち合う」 
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●     【２月例会プログラムご案内 】         ● 

 

強調月間  “ TOF・CS・FF  ”  

日時：２月２１日(木)１８：３０～２０：３０ 

会場：サンホーム ６階  

 

受  付 ：    中野義彦 君・藤井敬子 さん   

司会進行  ：          中野義彦 君 

  開会点鐘 ：       会長・宮本桂子さん 

  ワイズソング ：        一   同 

  聖句朗読 ：          岩坂正雄 君 

  ゲスト・ビジターご紹介      司会者 

  会長の時間 ：      会長・宮本桂子さん 

誕生・結婚記念日お祝い： 会長・宮本桂子さん  

例会感謝 ：          岩坂正雄 君 

  ワールド・カフェ     進行・畠平剛志 君  

  発表・にこにこアワー      みなさん 

ＹＭＣＡの歌             一   同 

   閉会点鐘：       副会長・畠平剛志 君 

  

●                             ● 

 

大大大大    寒寒寒寒    にににに    思思思思    うううう    

[[[[今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句]]]]   イザヤ書40章4節 

 「谷はすべて身を起し、山と丘は身を低くせよ。 

険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ」 

    
―― 黒人差別撤廃運動のリーダー、

マーチン・A・キング牧師の支えとなっ

たこの聖句、ワイズメンのタイム・オ

ブ・ファストの支えでもある ―― 
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                    報告：正野忠之 

日 時：２０１３年１月１７日 (木)１８：３０～２０：３０ 

場 所：サンホーム ６階    

出席者：メン ：伊藤圭介、岩坂正雄、加藤寿枝、佐古至弘 

正野忠之、新本英二、杉村 徹、田中惟介 

中野義彦、畠平剛志、藤井敬子、丸尾欽造 

宮本桂子、望月 強、横田憲子 

メネット：伊藤玲子、大薮暢子、新本力子、中野涌子 

初田眞佐子、丸尾初子、望月治子      

ビジター：今井利子（大阪なかのしま）寺岡博也（大阪

サウス） 

ゲスト  ：小川和恵（ヘルパー）、東野正幸（宮本会長実 

父）、増石廣之（元大阪ヴェクセル ）、山賀さ 

つき（「輪」職員） 以上 ２８名 

  

１月１７日、いつもの第３木曜日、いつもの夜６時３０分に１

月例会は始まりました。司会は毎回一言を加えた軽妙な司会で

おなじみの藤井ワイズ。１月例会は役員選挙、ロビー展の表彰、

そしてミニオークションと中身も豊富。２時間で終わるのか？

と不安を抱えたスタートでしたが、これが見事に時間ちょうど

で終わるんですねー さい先の良い河内クラブの例会報告。始

まり始まり～ 本日のビジターは、宮本会長さんのサポーター

“かずちゃん”こと小川和恵さんとティンカーベルの山賀つか

ささん、会長のお父様、東野正義さん、大阪なかのしまクラブ

の今井利子ワイズと大阪サウスクラブの寺岡博也ワイズに、元

河内クラブの増石広之さんです。 

宮本会長による開会点鐘、ワイズソング、会長の時間、佐古

ワイズによる食前感謝、食事タイムといつもの時が流れていき

ます。そして、新しい期に向けた大阪河内クラブ総選挙！ 選

挙委員長の横田直前会長による開票報告により、無事に次期の

役員が決まりました。畠平次期会長が抱負を述べ、恒例の記念

写真。新しい風に期

待が持たれます。 

今年のロビー展は

加藤ワイズが実行委

員長です。数多くの

優秀作品が表彰を受

け、収益２９，７２

０円は、例年通りク

リスマス献金として

東ＹＭＣＡへ贈られ

ました。また丸尾メ

ネット会長より、メ

ネットさんの手作り    

作品販売で得た２９，

９００円も同様に東

ＹＭＣＡへ贈られて

います。 

最後はミニオークション。ミニのはずでしたが、多くの献品

が届けられ、立派なオークションとなりました。オークショニ

アは久しぶりに私が担当。今回は新年というのもあって？値も

ポンポンと上がり、次から次へ買われていきました。バイヤー

の気前がいいと、オークションを仕切っていて楽しいものです。 

オークションが終わった時点で８時１０分。定刻終了危う

し！と思っていたのですが、結婚誕生日祝い、ニコニコと奇跡

のような進行で、無事８時３０分に閉会しました。 

                                              以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      次期役員が選出されました   

1 月 例 会 報 告 

私たちが次期のクラブ役員を務めます私たちが次期のクラブ役員を務めます私たちが次期のクラブ役員を務めます私たちが次期のクラブ役員を務めます    

写真左から 会計・藤井敬子さん、会計・望月 強君 

会長・畠平剛志君、副会長・正野忠之君、書記・田中惟介君 

(書記の大谷美佐子さんはお休みでした)  
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襟を正してのワイズソング斉唱はワイズダムの世界へと導く 

1月は、バースディラッシュでした 



         OSAKA-KAWACHI  Y’s Men’s Club    February  2013 
 

                     

 

 

 

報告・書記 大谷美佐子 

日時：２０１２年１２月１３日（木）１９：００～２０：３０ 

場所： 東ＹＭＣＡ 

出席者 宮本・田中・大谷・中野・藤井・畠平・丸尾・望月 

正野・岩坂・新本・佐古・杉村・加藤・丸尾メネット 

          

２月例会 2月２１日（木） サンホーム ＰＭ １８：３０～

２０：３０ 

ＣＣＣＣ班班班班    担当担当担当担当           

主題 TOF・ワールドカフェ 

２月例会役割分担 

 司  会   中 野 君  聖句朗読  中 野  君 

 食事手配   横 田 君  食前感謝  岩坂  君  

ニコニコ    丸尾君・メネット             

受 付    会計: 中野・藤井        君 

 音楽担当・会計兼任 

 

３月号ブリテン原稿 

 ２月例会「ワールドカフェ」報告  丸尾君、畠平 君 

 ２月例会にこにこテープ起し   丸尾君、畠平 君 

２月役員会報告     大 谷        君  

Ｙニュース      重信直人  さん 

サンホームニュース   杉村 徹 君 

巻頭言        丸尾初子さん 

原稿最終締切は原稿最終締切は原稿最終締切は原稿最終締切は    ２月２月２月２月２５２５２５２５日です日です日です日です    

    

審議事項・報告・連絡事項 

 《審議事項》   

１. ２月例会  Ｃ班（丸尾委員長）  

  「ワールドカフェ」形式で行う（初めての取り組み） 

   進行・・・畠平君  記録・・・丸尾君   

お茶菓子・・・横田さん 

                  

２. ３月例会担当の確認とラフプラン   丸尾初子 

   例会担当はメネット会とＣ斑  

   ゲストスピーカー・・・・・畠平メネット、ヨガ 

   の指導 

   詳細は２月のメネット会にて決定する。 

     

３. 奈良傅賞推薦について      会長・宮本桂子 

   候補者を審議、２月例会にて決定する。 

   締切り２月２８日 

 

４. 伊藤メン広義会員申請について  会長・宮本桂子  

   クラブにとって功績が多大なメンバーであること等意 

見交換あり、審議のうえ会長がご本人と話し合う。 

 

５. クラブ研修会について      新本英二 

   今年度は時間をとって話し合う事柄が多いので一泊研

修にする。 

    日程 ３月２３（土）～２４日（日）   

    場所 六甲研修センター 

 

６. X’s例会収支報告 

    田中実行委員長より報告、 承認される。 

 

７. ロビー展収支報告 

    加藤実行委員長提出の報告書、承認される。 

 

８. ＢＦ切手送付の件 

      1月３１日締め切り・・・・・５キロ送付する、会長 

が担当。 

     現金締め切は２月１５日． 

 

９. ミャンマースタディー参加の東Ｙのリーダー支援につい 

   て 

    桝井佑梨子（まっちゃ）リーダーと枚方Ｙのリーダ 

ー２名参加、２月末出発。 

     支援として２人分２００００円を承認。 

 

１０. ロシア サンクトペテルブルグクラブへの招待につ 

    いて 

    ２月例会にて岩坂交流委員長より報告、参加者確認 

を行う。 

  

 《報告事項》  

1. メネット会より報告 

    特に報告事項はありません。 

                                  

《連絡事項》  

１．阪和部ＹＹフォーラム  ３月２日（土）  

１４:００～１６：３０  大阪ＹＭＣＡ会館 

２．京都グローバル ２０周年記念例会  ３月３日（日） 

１４：３０から１６：３０ リーガロイヤル京都 

３．きのかわチャリティーラン ４月２１日（日）  

９:００～１２：００ 紀ノ川河川敷特別コース 

４．東ＹＭＣＡボランティア感謝会 ３月９日（土）  

１８：００～１９：４５ 

５. 第３回 阪和部評議会  ２月１６日（土） 

１８：３０～２０：３０ 

    参加者  中野、大谷 

６. メネット会「心のケアを考える講習会」 

３月２０日（祝）１３：００～１７：００  

於：奈良ＹＭＣＡ芸術文化センター ３F ホール 

                      以上 

 

 

 

 

 

 

第38期第８回役員会報告 

年賀はがき切手シート当選番号 

４等 年賀切手シート  ２９・７０２９・７０２９・７０２９・７０    

         

    

２月例会にハガキまたは切手シートを 

ご持参ください 
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提供者提供者提供者提供者    品  名 購 入 者 売上額 

今井利子 

手袋 正野忠之 500 

ハンコ入れ 望月 強 500 

鉄谷 明 千両箱 中野義彦  2000 

伊藤圭介 

国産しいたけ 中野義彦 1600 

電子レンジ用器具 岩坂正雄 500 

コイン岩坂

正雄 

フエイラーハンカチ 望月治子 2500 

焼酎 黒麹 丸尾欽造 1000 

大藪暢子 

銘茶 ２本入り 田中惟介 2000 

カルピス・歯磨き 田中、伊藤 800 

バスエッセンス 正野・望月 800 

加藤寿枝 鉢花  ２鉢 望月治子  1000 

佐古至弘 

カバン 加藤寿枝 500 

メッシュカーテン 

今井利子 500 

正野忠之 

お茶 

ビールセット 畠平剛志 2500 

 

新本英二 

 

ワイン 初田真佐子 1000 

切り花 ×４ 

寺岡、宮本、 

横田、望月 

1200 

切り花 ×２ 初田、今井 600 

田中惟介 梅干し 今井利子 1500 

中野義彦  ワイン 望月治子 1500 

初田真佐子 切り花 ×５ 

伊藤、加藤、宮本 

望月、横田  

500 

 甘栗 ×３ 田中、岩坂、寺岡 900 

 藤井敬子 柚子ポン酢 ×２ 今井、宮本 1200 

丸尾欽造 

リカーチョコ 田中惟介 1100 

タオル ２枚入り 大藪芳教 600 

ようかん 今井 800 

宮本桂子 

海苔詰合わせ 望月治子 1500 

カレーセット 初田真佐子 2600 

犬のお花 ×３ 寺岡、藤井、田中 1800 

望月 強 

食品詰合わせ 丸尾欽造 2000 

タオルセット 横田憲子 500 

横田憲子 

靴下セット 正野忠之 1700 

洗濯洗剤 ×３ 正野、伊藤、増石 1200 

芳澤伸之 清拭用ハンドソープ  横田憲子 2000 

  売上げ合計  40,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員長  加藤寿枝 

 この度は「第１２回ロビー展」開催におきまして、皆さまお

忙しい中ご協力いただき、誠にありがとうございました。お陰

さまで国際色豊かな、美しさと風情に恵まれた作品展となりま

した。 

 今回の作品数は５８点と、例年と変わりなく出展していただ

きましたが、他のクラブの方からの出展が例年より少なかった

ようです。各クラブの皆さまに対してのロビー展のアピール不

足が原因と考えられます。委員長としての力不足でございまし

た。深く反省しております。 

 今後の課題といたしましては、皆さまにもっとロビー展を知

っていただき、出展参加を勧めていくよう努力することが必要

だと思います。 

 人気投票のコインと出展料を合わせて、２９,７２０円をＹ

ＭＣＡのクリスマス献金にさせていただきました。また、今回

も作品の審査は日本商業写真家協会会員の河野正雄先生にお願

いいたしました。 

                                        

 

             

 １位     「たからもの」 加藤寿枝（大阪河内）  

２位 阪和部長賞 「いるか①」宮本善之（宮本桂子・夫君） 

 ３位  会長賞 「レンズがみた笑顔」伊藤圭介（大阪河内） 

 ４位 実行委員長賞「但馬国一宮・出石神社の灯篭・・秋」 

                田中惟介 （大阪河内） 

 入選 「ナターシャ親子」  望月治子 （ 大阪河内） 

     「大阪城の梅」    東野正幸 （宮本桂子・父） 

 佳作 「じょうずでしょ！」  宮本善之（宮本桂子・夫君） 

     「人も牛もみ～んなかかしだよ」 山賀つかさ 

               （ティンカーベル職員）  

 阪和部長特別賞  「アンコール遺跡 バイヨン寺院門前 

                 寺岡博也（大阪サウス） 

 会長特別賞 「鰻谷通りにて」 増石廣之（元ヴェクセル） 

 実行委員長賞「金環食」     吉田全孝（大阪サウス） 

 人気投票   「大和の無人駅の灯り」伊藤玲子（大阪河内） 

         「旭山動物園」  中野義彦（大阪河内） 

 伊藤賞    「ニモ？」    小川和恵 

                （ティンカーベル職員）              

                      以上 

 

1 1 1 1 月月月月    例例例例    会「会「会「会「    オークションオークションオークションオークション    」報」報」報」報        告告告告        

手ごろなお値段ながら掛け声が飛び交い盛況でした（写真上） 

ロ

ビ

ー

展 

報

告

と

反

省 
第１２回 
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                報告：宮本桂子 

第２４回目の新年合同例会は、１月１２日（土）12:00～15:00 

ホテルクランヴィア和歌山で開催されました。 

参加者は９３名で阪和部内全クラブだけでなく、大阪なかのし

まクラブ、広島クラブからも参加がありました。 

ホストクラブである和歌山クラブと司会の三木メンのご努力と

正岡メネットのプロ級の司会に、終始リラックスしたムードの

楽しい例会でした。 

正面左右に大画面が設営され、行われている事が表示されるの

で、特にアピールタイムは、口頭だけでなく目でも確認できた

事から内容が良く伝わりました。 

また、１部でセレモニー、２部では祝会と２部構成でしたので、

参加者は気分を変える事が出来たと思います。 

２部では、Ｍｉｓｔｅｒ Ｓａｋａｍｏｔｏ によるヴァイオ

リンパフォーマンスが繰り広げられ、踊り出すメンバーも出現

し、会場は大いに盛り上がりました。 

各クラブ会長による抽選会では、「梅」をテーマにした景品と千

両箱（お菓子）が当り、各テーブルじゃんけん大会で飾りの鉢

植えが当るという、景品づくしに、会場はわき立ちました。 

新年とワイズ後半期のスタートを飾るのに相応しい、勢いのあ

る新年合同例会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズシリーズシリーズシリーズ            ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介        ①①①①    

 

 

 

Club was chartered on May, 7 in 2003. It’s a 

mixed club of 32 men and women, the biggest 

club in Russia. We also have many volunteers 

who have much in common with us and support 

our ideas of help needed people and who are 

willing to be active members of our society. Our 

main projects: to support the orphans in the 

specialized school in the village Chernousovo; to 

help little kids (from the age of 3 month till the 

age of 3 years) in Child Care House; to organize 

ecological campaigns in order to live in 

environmentally – friendly area; to help Animals’ 

Shelters in our city ; We work on developing of 

our own personalities. 

Member of our club are active participants of 

many Regional, European and International Y’s 

Men events; meeting, project, Training,  

Conventions. 

 
(次回は  YMC  “ APATITY ” ) 

 

YMC  YMC  YMC  YMC  ““““YYYYEKATERINBURGEKATERINBURGEKATERINBURGEKATERINBURG----2222””””    

２０１２年度 阪和部 

  

 

         テーマ 

「１０年後に向けたキーワードを探そう！！」 

 日 時： ２０１３年３月２日（土） 

      開始１３：００・終了１５：３０ 

 会 場： 大阪ＹＭＣＡ会館 9階 ９０３A 

 参加費： ５００円（レ・ブ・ティット・パピヨ

ットの焼き菓子付き） 

 概要：10年後の阪和部を想像したときに、すぐにでも始 

めなければならないことが浮かんできます。それは、ユー 

スリーダーたちと継続した関わりをもち私たちの｣活動に 

関心を持ってもらうことです。リーダー・OBの話に耳を 

傾け、キーワードを集めながら、共にできる10年後への 

プランを考えましょう。 

 

 

選出された次期（選出された次期（選出された次期（選出された次期（2013/20142013/20142013/20142013/2014）クラブ役員）クラブ役員）クラブ役員）クラブ役員        

                会会会会    長長長長            畠畠畠畠    平平平平    剛剛剛剛    志志志志        君君君君    

                副会長副会長副会長副会長            正正正正    野野野野    忠忠忠忠    之之之之        君君君君    

                書書書書    記記記記            田田田田    中中中中    惟惟惟惟    介介介介        君君君君    

                書書書書    記記記記            大大大大    谷谷谷谷    美佐子美佐子美佐子美佐子    さんさんさんさん    

                会会会会    計計計計            望望望望    月月月月        強強強強            君君君君    

                会会会会    計計計計            藤藤藤藤    井井井井    敬敬敬敬    子子子子    さんさんさんさん    

    

畠平剛志君、障害者通所施設を設立 

  
 
 
 

 
障害者も健常者も楽しく過ごせるようにとの願いを込め

て「特定非営利活動法人るんるん」を、2 月 1 日設立さ

れました。施設「石切パンゲア」開設にあたっては、中

野義彦君の敷地建物をお借りされ、また宮本桂子会長の

アドバイスを受けられて、“いずれは自分で施設設立

を”との夢をこの度、実現されたものです。 

畠平剛志君は、ワイズメンズクラブに入会していればこ

そ、このような「御縁」に恵まれたのです、と感謝され、

あらためて思いを深くされています。みんなで応援して

参りましょう。設立経過や現状報告などは、ホームペー

ジやメールマガジンでご覧くださいとのことです。 

          http://hatahira.com/npo 

阪和部新年合同例会阪和部新年合同例会阪和部新年合同例会阪和部新年合同例会2013201320132013 報告報告報告報告    

特定非営利活動法人るんるん 

   地域活動支援センターⅢ型 

    石切パンゲア 
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東ＹＭＣＡ 

ボランティア感謝会のご案内 

        ＹＭＣＡボランティア感謝会長実行委員 

 

平素よりＹＭＣＡにご奉仕いただき、心より感謝いたしま

す。 

さて、皆さま方の温かいご支援に感謝し、昨年度同様、さ

さやかですが、東ＹＭＣＡスタッフによる感謝の会を行う運

びとなりました。 

 つきましては、幼少年の子どもたち、高齢者施設などへの

活動に対して、日頃より私たちを支えて下さっているボラン

ティアの皆さま方の、多くの参加をお待ちしています。 

記 

開催日：２０１３年３月９日（土 ） 

時 間：１８：００～１９：４５ 

場 所：ＹＭＣＡサンホーム 

    ※軽食と飲み物をご用意しております 

 

◯諸準備がございますので、お手数ですが、２月２２日(金)

までに１階事務局窓口、または担当者まで電話・参加用紙

をご持参などして出欠の連絡をお願いいたします。 

◯発表、披露を希望されるグループ、個人の方は２月１５日

(金)までにお知らせ 下さい。 

◯簡単なアンケートを参加用紙と一緒にお渡ししますので、

お手数ですがご協力をます。 

 

《お問い合わせ・連絡先》 

ＹＭＣＡサンホーム （担当）秋山・八木・林・佐藤 

       ＴＥＬ ０６-６７８７-３７３３ 

       ＦＡＸ ０６-６７８７-３８８５ 

   東日本大震災復興支援プログラム 

  

    東北の物産販売と音楽コンサート東北の物産販売と音楽コンサート東北の物産販売と音楽コンサート東北の物産販売と音楽コンサート    

日時：２０１３年２月２３日（土） 

        １１：００～１５：００  

 会場：大阪市立いきいきエイジングセンター 

      北区菅原町10－25  Tel 06－6311－3255 

 プログラム： 

カントリーミュージック・ピアノ演奏・現地復興報

告・東北物産販売（わかめ、とろろ等の海産物、岩

手の地酒）、豚汁（なかのしま）、餅つき（土佐堀）、

水餃子（センテニアル）、焼き餃子（西）、綿菓子（西）、

ポン菓子（高槻）焼きそば（大阪）、街頭募金 等  

   

主催：ワイズメンズクラブ国際協会  

           西日本区 中西部 

      公益財団法人 大阪ＹＭＣＡ 

  

2012/20132012/20132012/20132012/2013    メネットメネットメネットメネット事業事業事業事業活動報告活動報告活動報告活動報告    （前半期）（前半期）（前半期）（前半期）             

 

 

 

メネット会長： 丸 尾 初 子 

１．クラブ例会と連動したメネット例会の開催１．クラブ例会と連動したメネット例会の開催１．クラブ例会と連動したメネット例会の開催１．クラブ例会と連動したメネット例会の開催    

   毎月、クラブ例会日の午後にメネット例会を開催してい 

ます。（８月はお休み）主に手芸工房を中心に、活動に 

ついて話合いながら楽しい茶房となっています。作品は 

活動に必要な資金作りになっています。 

２２２２....「阪和部メネットの集い」への積極的な関わり「阪和部メネットの集い」への積極的な関わり「阪和部メネットの集い」への積極的な関わり「阪和部メネットの集い」への積極的な関わり        

   ９月１日に開催された、阪和部主催「メネットの集い」 

の開催にあたり、白井公子メネット主査が７月メネット 

例会にご来会され、プログラムの方針や準備の状況につ 

いてご説明をいただきました。 

役割として伊藤玲子メネットを代表して河内メネット 

が受付など会場関係を、司会に丸尾初子メネットが担当 

させていただきました。参加者は、メネット６名に加え 

て、メン５名が応援下さいまして、記録写真などの奉仕 

をいただきました。 

３３３３....    奈良クラブ「メネット例会」に出席奈良クラブ「メネット例会」に出席奈良クラブ「メネット例会」に出席奈良クラブ「メネット例会」に出席    

   奈良クラブ９月例会「メネット例会」に６名が出席いた

しました。障害を持つ方々が太鼓を通して活動される様

子を学ぶ機会を与えていただきました。 

河内クラブのメネット例会は３月ですが、いつも奈良ク

ラブから多くのメネットさんのご訪問をいただいてお

り、相互の交流が盛んになることはおおきな励みになっ

ています。 

４４４４....    ＹＭＣＡへの活動ＹＭＣＡへの活動ＹＭＣＡへの活動ＹＭＣＡへの活動        

   ・サンホーム入居者・通所者への「なごみ」（居酒屋）へ

の奉仕活動はお好み焼きを作っています。お話をした

りして、コニュニケーションの場でもあります。 

通常、毎月最終土曜日の夕刻に開催されています。 

   ・クリスマス会への参加 

今年も、バザー部門を担当いたしました。またメネッ 

ト独自のプログラムとして、クリスマス献金のために

手作り作品の販売を実施しました。 

   ・クリスマス献金 

    クリスマス会での手芸品の販売金、￥２９，９００を 

「ＹＭＣＡクリスマス献金」として捧げました。 

５５５５....    長崎・広島に捧げる千羽鶴の作成長崎・広島に捧げる千羽鶴の作成長崎・広島に捧げる千羽鶴の作成長崎・広島に捧げる千羽鶴の作成    

    例年続けています平和を願って被爆地へお届けして 

いる折り紙は、今年も折り続けています。昨年までは 

「ペンギン」でしたがことしからは「千羽鶴」になり 

ました。 

６６６６....    メネット事業支援金の状況（メネット事業支援金の状況（メネット事業支援金の状況（メネット事業支援金の状況（2012/20132012/20132012/20132012/2013））））    

   ・国内プロジェクト(こころのケアを考える講習会) 

                     ￥20,000 

・国際プロジェクト          ￥10,000                

     ・RSD （メネット事業主任活動支援）￥  5.000         

9月24日、「西日本区メネット会」口座へ振り込みいた

しました。              以上 

 

メネット活動へのご協力に感謝してメネット活動へのご協力に感謝してメネット活動へのご協力に感謝してメネット活動へのご協力に感謝して    
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収録 畠平剛志・藤井敬子 起稿 田中惟介 

 

■寺岡博也（サウス）：この度 初めてロビー展に出展させて頂

き、賞を頂きました。今後ともよろしくお願いします。ありが

とうございました。 

■今井利子（なかのしま）： 誕生祝い頂きました。今年は正月

から縁起がいいぞと思っています。 

■増石廣之： 今日は賑やかで素敵な例会でした。 

■佐古至弘： 明けましておめでとうございます。８１歳にな

りました。 

■岩坂正雄：今日は宮本会長のお父様に会えて、あやかりたい

と思っています。 

■正野忠之： 畠平会長を支えるために、４年ぶりにお役を頂

きました。頑張ります。 

■新本英二： 新役員の皆さんおめでとうございます。次期会

長を中心に、良くやって下さい、お願いします。 

■新本力子（メネット）： 楽しい例会、ありがとうございまし

た。 

■田中惟介： 誕生日プレゼント、ありがとうございました。 

６９歳になりました。６９と言うだけで、頬を赤らめていた時 

代から考えると、遠くへ来たもんだなぁと思います。（遠くで 

 ハハハ・・） 

■望月 強：当年とって、５５歳と言ったらばれてしまいまし

たが（あたりまえやん）、まぁ それに近い年齢です。（？？？） 

■横田憲子：あと半期、頑張りますのでよろしくお願いします 

■丸尾欽造：（オークションで買ったお酒を抱え）ガソリン抱え、

又走ります。（笑） 

■中野義彦：還暦を過ぎた次の年男です。（ん？ 笑） 

■中野涌子（メネット）： 今日はとっても楽しい例会でした。 

■大薮暢子（メネット）： 誕生日のお祝いありがとうございま

した。ＸＸになってしまいました。（笑）（ＸＸには実数をカミ

ングアウトされていますが、あえて伏字にしました。 余計な

おせわ かな？） 

■丸尾初子（メネット）： 今日、例会前にメネット会を開き 後 

半に向けての楽しい行事や、３月メネット例会の企画などを話 

し合いました。ご協力よろしくお願いします。 

■初田真佐子（メネット）： 私も今年、年女です。（キャハ・・ 

笑）新役員さん、どうぞ頑張ってください。 

 

■望月治子（メネット）： 今日は大当たりで、（ロビー展・誕 

生祝い・ランチョンマット）いろいろ頂きました。ありがとう 

ございました。（お年は？・・笑） 

■伊藤玲子（メネット）： 最初の頃、ロビー展の出展が少ない 

と聞いていましたがたくさん展示されていました。嬉しい事で 

ございます。それに、賞まで頂き有り難うございました。 

 

■伊藤圭介： 伊藤賞の小川さん、ちょっと立って下さい。フ 

ィリピンや沖縄の海に潜って写真を撮っておられます。見事な 

ものです。下に展示していますので一度ご覧になって下さい。 

■加藤寿枝：ロビー展の実行委員長をしましたけれど、分らな 

い事ばかりで 皆さんに助けて頂きました。ありがとうござい 

ました。（拍手） 

■東野正幸（会長の父）： 今日は どうもありがとうございま

した。（拍手） 

■小川和恵（ティンカーベル スタッフ）： 本日はありがとう

ございました（拍手） 

■山賀さつき（ティンカーベル スタッフ）： 賞を頂き有り難

うございました（拍手） 

■宮本桂子： 後半 第１回目の例会がこんなににぎやかで楽 

しく出来てうれしく思っています。あと半年、よろしくお願い 

致します。（盛大な拍手） 

■畠平剛志： 来期、皆さんよろしくお願いします。去年１２ 

月に膝の手術をしましたが、ご覧のように立って歩いておりま 

す。靭帯の方も伸びてはいるけど切れていないし再建術をする 

事もないと言う事で、実質、開けて、閉じただけなんで、もう 

問題無いと思います。どうもご心配おかけしました。（良かった 

ネ・拍手） 

■藤井敬子： 盛りだくさんのプログラムで時間を気にしなが 

ら司会をさせて頂きましたが、皆さんのご協力のおかげで時間 

内に終わらせることが出来そうです。ありがとうございました。 

宮本さんの所のスタッフの方、お二人にご協力いただきました。 

小川さんには最後の会計まで手伝って頂いています。ありがと 

うございます。（拍手） [本日のにこにこは￥18,415－でした] 

 

ニコニコ実績 

７月 ￥２０,９００ 

８月       ０ 

９月 ￥１９,８００ 

１０月 ￥２１,４００ 

１１月 ￥２０,５００ 

１２月 ￥２１,０００ 

１月 ￥１８,４１５ 

ニコニコ語録集 

１月 例会の余韻 
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会 員 数     １９  名  

（特別メネット会員数）      １  名  

 １月例会 会 員 出 席 者      １５  名 

 メイクアップ       １ 名 

 １月 の 出 席 率  ８４．２ % 

 ゲスト・ビジター出席数     ６   名 

 メネット・コメット出席数      ７  名 

 例 会 出 席 者 総 数     ２８  名  

  役 員 会 出 席 者 数  １５  名 

 １月 延 べ 出 席 者     ４３  名  

  １月ニコニコファンド      18,415 円   

  同  今 期 累 計     122,015円 

 

IC 2 - 5 AUGUST 2012 
IYC 30 JULY - 5 AUGUST 2012    
 

WELCOME TO NORWAY! 
 

     今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ    

    
  

できることから始めましょう。TOF・FF あなたの献金が

命を助けます 

 笠井俊明 地域奉仕・環境事業主任（京都トップス） 

2013 2 Feb. >> 20133 Mar. スケジュール 

 

２月１３日(水)・東ＹＭＣＡ臨時運営委員会 

         サンホーム 6Ｆ Ａホール 

           18：00～ 20：00 

 ２月１５日(金)・ＢＦ現金送付締切日 

 ２月１６日(土)・阪和部第３回評議会・主査会 

          南ＹＭＣＡ  

18：30～20：30 

 ２月２１日(木)・クラブ第一例会  

          サンホーム ６Ｆ 18：30～ 

                ・ メネット会 食事会 12：00～ 

             手仕事＆会合14：00～ 

  ２月２３日（土）・わいわいまつり （6頁参照）   

 ２月２５日(月)・ブリテン原稿締切日 

 ２月２８日(木)・クラブ役員会 

          サンホーム ６F  19：00～                

  ３月  ２日(土) ・阪和部ＹＹフォーラム 

           会場 大阪ＹＭＣＡ会館 

開始 13：00～15：30  

 ３月  ９日(土)・東ＹＭＣＡボランティア感謝祭 

           会場・ サンホーム 

            18：00～19：45  

 ３月２０日（水・祝） メネット事業  

         「心のケアを考える講習会」 

           会場・奈良ＹＭＣＡ芸術文化 

センター ３Fホール 

              13：00～17：00  

           申込締切3月16日先着30名          

 ３月 ２３日(土) ・クラブ一泊研修会 （1日目） 

 ３月２４日(日)・クラブ一泊研修会（２日目）         

会場：六甲ＹＭＣＡ 

              （ 詳細は2月に決定）                    

 ３月２５日(月)・ブリテン原稿締切日 

 ３月２８日(木)・クラブ役員会  サンホーム ６F    

                                            

第第第第33338888期期期期    2012012012012222/201/201/201/2013333年年年年    クラブ役員クラブ役員クラブ役員クラブ役員    

会 長・宮本  桂子      Yサ・ASF・畠平  剛志   

副会長・畠平  剛志    地域奉仕・芳澤  伸之  

直前会長・横田 憲子    EMC ・   大谷美佐子 

書 記・ 田中 惟介       ファンド・佐古  至弘 

     大谷美佐子    交    流・岩坂  正雄  

会 計・中野  義彦    広    報・伊藤  圭介 

    藤井  敬子    メネット・丸尾  初子 

連絡主事・杉村  徹   会計監査・岩坂  正雄 
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            2222 月月月月    “ TOF・CS・FF ”     

  Happy  Birthday 
 ２月 ９日  正野佐貴子 （水瓶座） 

 ２月１２日  畠平 剛志 （水瓶座） 

 ２月２６日  大藪 芳教 （魚 座） 

 ２月２７日  丸尾 欽造 （魚 座）  

 

Wedding Anniversary 
  ２月 ３日  丸尾欽造・初子 夫妻 

  ２月 ４日  伊藤圭介・玲子 夫妻 

  ２月 ４日  新本英二・力子 夫妻 

  ２月１５日   藤井敬子・ 中 夫妻 

 

西日本区メネット事業 

「こころのケアを考える」 講習会 

「こころのケア」の必要性は、災害のたびに唱えられていま

す。しかし、時がたつと忘れ去られていくのが現状です。 

 メネット事業ではこの点に着目し組織として取組、講習会

を企画しています。 

 日 時 ： ２０１３年３月２０日（水・祝） 

      １３：００～１７：００ 

 場 所 ： 奈良ＹＭＣＡ 芸術文化センター ３Ｆ 

          奈良市西大寺国見町２-１４－1 

 対 象 ： １８才以上の方（特にユースの参加歓迎） 

 定 員 ： 先着３０名 （締切３月１６日(土 )） 

 参加費  ：  無料 

 内 容 ： ①東日本大震災の現実・支援活動 （ＤＶＤ） 

       ②被災地での復旧・復興作業報告 

       ③講演「心のケアを考える」 

         金城学院大学教授 宗方比佐子 先生  

 お問い合わせ：奈良ＹＭＣＡ 担当者 三枝主事 

                  Tel 0742-44-2207 FAX 0742-46-7550 

          又は メネット事業主査  白井公子  

 


