
巻頭言 　　　古きを尋ね、新しきを知る　　　　　　　　　　　　　丸 尾 欽 造 
来年、河内は４０周年を迎える。現在会員は１８名。２０年前を振り返れば２９名のメンバーが沸騰してい
た。どのような人たちだったのか。当時のメンバーをご紹介してみたい。名前や顔では意味がない。ひとり
一人への寸評によるものであり、振り返って咀嚼いただければと思う。 !
"「英語の使い手。文章、論説の切れ味は一流、万年青年」"「河内人の埴輪。純粋にして一徹」"「良識の
府。心技体絶好調の健康優良児」"「病に負けず明るい気性は手本。輪の中で頑張れ」"「眠れる獅子はク
ラブでピカ一の貴公子」"「ドラフト一位指名に匹敵の即戦力。河内に神様の心を補強」"「固さにかけて
は逸品。YMCA通の切れ味鋭い銘刀」"「静かな言動は漢方薬的存在。キャリア充分の重鎮」"「完成された
未完の大器。YMCAを支える柱に」"「敬虔な祈りは定評。河内の青年将校」"「情熱の火は消えず。状況対
応は形状記憶合金の如し」"「バンカラ。硬派の流れをくむ学者肌の論客」"「柔軟な判断と人間的なまるみ
は定評」"「祈りと余暇に文字通りのプレイガール。会員増強の腕は抜群」"「演歌と舞踊は逸品。宴会部
長の異名をとる」"「各段の国際派。近代感覚のオピニオンリーダー」"「正義派の旗頭にして今風の大岡河
内守。こつこつタイプ」"「未来、将来を目指す２１世紀への切り札の薔薇一輪」"「電子工学に強く半導
体タイプの魅力。河内の電気屋さん」"「花咲け、実を結べ、平城から飛来の大和撫子」"「関東で活かす河
内のど根性。河内ゼントルマンの見本」"「切り花から変身、根を出し始めた肝っ玉かあさん」"「急加速の
パワ－はイベントの都度チューンアップ」"「将来のYMCAを担う気持ちはワイズで熟成」"「好奇心の塊
り。オールマイティーのチャレンジャー」"「長年の東大阪の経験がこれからの職場に必要」"「色は黒いが
心は純白。この明るさは河内の財産」"「笑顔あるのみ。グルメ通にして母性本能のターゲット」"「まだま
だ若いはず。旦那様仕込みの意気で地道な奉仕」以上、２９名の兵（つわもの）。これは、私が、大阪セン
トラルクラブ設立のために「出向」したとき、20周年記念誌へ寄せたものである。 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２０１4年１１月報　　  　　Vol. 46９　　　１０月３０日発行 
　　　　　　　　　　　　２０１４～２０１５年度【主　　題】 

クラブ主題　　『ＦＵＴＵＲＥ　ＣＯＤＥ 未来への鍵－１人ひとりの役割を見つけようー』　   正野 忠之　会長 
阪和部主題　　「共にひとつの”わ”になって！！」Let’s groe into a circle of harm oney!!      三木 求　部長 
西日本区主題　「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other      　　　    松本 武彦　理事 

こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく 
アジア地域主題　“Start Future Now”　未来を始めよう、今すぐに　　　　　　　　               岡野 泰和　地域会長 
 スローガン　　  “One Asia One World”　ひとつのアジア、世界はひとつ　　 
国　際　主　題　“Talk Less,Do More”　言葉より行動を　　　                                            IP Isaac Palathinkal　国際会長 
スローガン       “Do it Now”今すぐやろう！ 

【今月の聖句】　コリント信徒への手紙Ⅱ　９章６節　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈り入れもわずかで、惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入
れも豊かなのです」ー収穫の勤労感謝の月、ワイズ活動の基本においても、労をいとわないはた
らきが豊かに報いられることを信じますー 



10月例会報告　　箕浦史郎さん入会例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　報告　横田憲子 

10月16日（木）　１８：３０～２０：３０ 
＊メン12名・メネット7名・ビジター7名・ゲスト
3名計29名に見守られ箕浦史郎さんの河内クラブ
入会式が始まる。例会前にはオリエンテーション
も受けられ、三木阪和部長の式文でＥＭＣ事業主
任・ＥＭＣ事業主査・阪和部150推進委員長の出
席で厳粛に行われた。 

新メンバーの箕浦
史郎さんは今まで
と違うグループに
入会でき、新しい
経験と新鮮さの楽
しみができたと。
41歳の箕浦さんに
とってＹＭＣAで
培われてきたこと
がさらにお父さん
やお爺さんの世代

と共に関われるようになるのでよろしくお願いい
たしますと述べられた。 
推薦者望月強ワイズの熱意がやっと今日の入会を
迎えられた喜びと、箕浦さんが今の体型とは全く
違うかわいい幼児期を知っている方が、箕浦さん
のお父さんと同じワ
イズになられたこと
の嬉しさを語られ
た。箕浦さん効果で
河内クラブもこれか
ら若い入会者を期待
したいと述べられ
た。　　　　　 
｛食前感謝の後食事当番の望月さんご配慮により
お赤飯の豪華な食事を頂きました。｝ 

＊　インフォメーションでは　伊藤メネットより
今年4月に元メネットの和田林杉江さんが94歳で
死去されたことを告げられました。又ご遺族から
生前に丹精込められた手作りの小物をたくさん伊
藤玲子メネット宅に届けて下さったことで後日販
売をしたいという報告があった。他に京都トップ
スクラブ20周年記念例会の御案内が、地域奉仕の・
環境事業委員会の佐古さんよりジャガイモの販売
は予定数販売できたことの報告があった。2015年
の西日本区大会イン大阪・アジア大会イン京都へ
の出席依頼があった 

＊　河原ＥＭＣ事業主任のスピーチでは　現在30
名のトップスクラブも以前は13名の時期がありそ
の時は会員増強にクラブが必死に取り組まれたお
話から始められた。ワイズメンとして大切なこと
は、時間厳守・例会の充実・委員会を開き諸問題
の意識共用・ビジターやゲストを一人ぽっちにし
ない心がけ・服装にも気をつけることなど守るべ
きことをあげられた。ただ、若い会員の入会はク
ラブ内の雰囲気が変わることと、長い時間をかけ
お誘いする必要のあることなどを話された。 
｛10月例会も“ニコニコ献金”に充分時間を取るこ
とができた。担当：大藪メネット・望月メネット
です。　ニコニコ献金は21.129円でした。｝ 
出席者　メン：岩坂正雄・丸尾欽造・新本英二・
望月強・藤井敬子・宮本桂子・佐古至弘・正野忠
之・杉村徹・中野義彦・箕浦史郎・横田憲子 
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メネット：伊藤玲子・大藪暢子・新本力子・初田
真佐子・中野湧子・望月治子・丸尾初子 
ビジター：河原正浩（京都トップス）・人見晃弘
（京都パレス）・今井利子（なかのしま）・小幡
英惠（土佐堀）・寺岡博也（サウス）・松岡虔一
（サウス）・三木求（和歌山） 
ゲスト：山本恭之（リーダー）・石木茉莉（リー
ダー）・切通菜摘（ウエルネススタッフ） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
ニコニコ語録　テープ起こし：丸尾欽造 !
▼丸尾初子：箕浦さんご入会おめでとうございます。
お父さんやお母さんのことが懐かしく思います。
また一度お顔を見せていただきたいと思います。 
▼初田真佐子：箕浦さんご入会おめでとうござい
ます。主人の七回忌を１０月に迎えました。今、こ
うしてクラブに在籍できているのも主人と皆さん
のお陰と感謝いたしております。 
▼新本力子：先日は篠田さんの記念会にださせて
いただきました。丸尾さんのご挨拶がお上手でびっ
くりしました。今日は箕浦さんのご入会おめでと
うございます。よろしくお願いいたします。 
▼宮本桂子：箕浦さんご入会おめでとうございます。
体調を崩してましたがドレスアップして来ました。
作業所の高田君が仁川で開催されるアジアパラ大
会に日本選手団に選ばれました。輝かしいことで
すので日本の旗をもって応援に行ってきます。 
▼中野涌子：伊藤メネットさんからの献金を入れ
させてもらいます。今日は久しぶりのメネット会
でしたが、いつも小さな声でしか笑われない方も
今日は大きな声で笑って下さり楽しい例会でした。!
▼望月 強：ようやくのことで箕浦君が入会くださ
いました。「イエスマン」（巻頭言）と言うこと

ですが何でもイエスとは無理ですが、箕浦さんに
限っては何でもイエスで行きます。 
▼箕浦史郎：皆さん今日はありがとうございまし
た。望月さんからイエス応援下さるとのことです
が、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。 
▼三木 求：今期、阪和部で二人目の入会となりま
す。これからのご活躍を期待いたしております。阪
和部で三つの特別委員会を作りました。一つは
「EMC150推進チーム」。もう一つの「東日本復
興ツアー委員会」のPRになりなすが、汗出して応
援するのではなく向こうでお金を遣って支援する
ものです。現地で集合・解散となります。11月15
日・16日です。是非ご参加をお願いいたします。 
▼畠平剛志：箕浦さん入会おめでとう。4年間ずっ
と下っ端で、後輩が入らない部活みたいな思いで
した。ようやく心が楽になりました。血液型がAB
型とのこと、私と一緒です。先月、東北・南三陸
に遊びに行きました。地もとの漁師の閑散期でし
たので、夜な夜な漁師の方と一升酒を楽しみまし
た。（中略）見学ツアーのルートもありますが、
地形が変わってしまい、山を削って盛土のかさ上
げが進んでいる一方でまだ仮設ではそのままの状
況が続いています。行かないと判らないことが多く
ありますので是非行ってください。私も参加いた
します。 
▼正野忠之：ご入会おめでとう。ワイズとＹＭＣ
Ａが一緒になって何かしたい、そんな思いです。今、
東のリーダー会はとても元気ですね、チャリラン
の準備を通してそれを感じました。男子が頑張って
いる東のリーダー会はとてもいい。どこへ行っても
女子ばかりが目立ちますね。ＹＭＣＡを応援する
ワイズとして皆さんリーダーを支援してあげてくだ
さい。 
▼河原正浩：箕浦さんおめでとうございます。畠平
さんがやっと上に上がれるとのことですが、箕浦
さんも後輩を入れてくださいね。（ハィッと返事
が）ハイと言いましたね。有言実行でお願いします。
同期はいいものですよ。皆さんもイエスマンでお
願いします。 
▼寺岡博也：毎回、河内に来ていつも感じること
は、全員が
発言するこ
との素晴ら
しさです。
人数の関係
でひとこと
もしゃべら
ずに帰る人
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がいるクラブもあります。 西日本区で名の知れた
正野会長ですので次の入会式をお願いします。こ
れは三木部長のお願いでもあります。イエスですか
どうですか。 
▼人見晃弘：箕浦さんご入会おめでとうございます。
最初のご挨拶で「周りはお父さんみたいな人ばっ
かりで」とおっしゃいましたが、私は年齢的に弟
です。沢山の弟がいますのでよろしく。後輩ができ
たと畠平剛志さんが言われましたが、例会が終わ
ればみんなフラット。対等の関係で楽しんでくだ
さい。 
▼松岡虔一：箕浦さんのプロフィールで嬉しいこ
とが一点、残念なことが一点あります。うれしい
ことは、畠平さんお話を聴いて倍増したすが、10
年前に集中治療室で沢山の輸血をしました。私もAB
型で、河内クラブの人とは絶対に縁を切りたくあ
りません。彼からは相当採れると思うので、私は
これで安心しました。残念なことは、西日本区の
表彰規定で３０代の入会者があれば表彰がありま
すね。４１歳とは残念。プロフィール書いた人が
悪い。３９歳と書けばよかったのに。これで表彰
外ですね。（終始大笑い） 
▼小畠英恵：ミノちゃんがワイズに入ると聞いて、
私は「ちょっと無理やろ」と思いました。スタッ
フしながらメンバーになると言うのは私の中では
不可能です。今、私はワイズに入ってて、スタッフ
でできなかったことがボランティアとしてできるこ
との楽しさを実感して、ワイズって楽しいもんやっ
たんだとあらためて思っています。その楽しさは味
わってもらいたいが仕事はちゃんと頑張ってもら
いたい。頑張れよ。皆さんよろしくお願いします。
（爆笑の一幕でした） 
▼今井利子：箕浦さんおめでとうございます。河内
クラブさん、阪和部さん、おめでとうございます。
38年前に大阪長野クラブに入会、夫と一緒にメン
バーになりました。女性メンバー初めての年でした。
その年に5、6人の女性が入会したのが発祥です。
夫が亡くなって33年、来年法事をしてお寺に納め
たら、人は「それから元気になるぜー」と言われ
ます。もうお役に立てることはできませんが、今
できることをさせていただこうと思っています。若
い方には引っ張ってもろてよろしくお願いいたし
ます。 
▼新本英二：沢山のビジターをお迎えしていろん
なお話を承りました。箕浦さんおめでとうござい
ます。あなたの親父さんと同じタイプの身体にな
りましたね。よろしくお願いいたします。 

▼岩坂正雄：この建物ができる前、ここは地域の
子供たちのスポーツ広場でした。その時、彼は両
親に手を引かれて本当に可愛い史郎ちゃんでうろ
ちょろしてました。それが、阿南のキャンプ場での
訓練のお陰で、立派な身体になって心も大きくな
り、しかもリーダーの若い人たちの立ち合いで祝福
されました。あなたの次のお返しはこの人たちの
河内クラブ入会式に立ち会うつもりで頑張って下
さい。結婚記念日のお祝いありがとう。ＹＭＣＡ
創立者ジョージ・ウイリアムス・デ－が10月11日
ですが、その日に狙いを定めて結婚しました。Ｙ
ＭＣＡが長く続くように私も永くつづけられて今
日まで来ました。54回目の記念日です。60回目ま
では頑張りたいと思います。望月さんの巻頭言「イ
エスマン」、歳をとるとグチが多くなりますが、
いい励ましの言葉を頂いてありがとうございまし
た。 
▼中野義彦：2ヶ月欠席しました。東北へ二泊三日
で行きました。震災ツアーです。海岸べりを走りま
したが傷跡を目の当たりにして、当地の語り部の
人たちのお話を聴きましたが、メディアで報じない
悲惨なお話でした。あちこちと盛土されている箇
所が多くありますが、大雨が来たら流れないだろ
うか、津波が来たらどうなるのだろうと思いまし
た。（以下省略） 
▼佐古至弘：箕浦さんおめでとうございます。お父
さんの同級生の方が前に住んでおられます。よろし
くお伝えください。ジャガイモは皆さんのお陰で
完売いたしました。胃と大腸の検査をしました。
一日でやってしまったのでダウンしてしまいまし
た。その後一週間点滴でケアーしていただきまし
た。家内の面倒も大変ですが頑張って行きたいと
思います。一度は連れて来たいと思います。 
▼切通菜摘：ウェルネスのスタッフをしています切
通と申します。いつもお支えをいただきありがとう
ございます。いつも飛び入り参加していますが温か
く迎えていただき感謝しています。 
▼ちょこリーダー：東ＹＭＣＡリーダーのチョコリー
ダーと申します。この度お招きいただきありがとう
ございます。これからも箕浦さんを通じて皆さま
と一緒に関わっていけることをうれしく思います。
いつもドーンと構えてらっしゃる箕浦さんに対して
「みのちゃん、シローくん、しろーチャン」と呼
ばれてたじたじしている姿を見ることができて嬉
しく思っております。（会場に笑いの花満開） 
▼てまリーダー：東ＹＭＣＡの「てまリーダー」で
す。本日は飛び入り参加ですがありがとうござい
ます。箕浦さんおめでとうございます。えーっと、
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一年目で何も分からないのですが先輩の方にいろ
いろ教わって頑張って行こうと思っています。よろ
しくお願いいたします。 
▼丸尾欽造：ご入会の英断に感謝。お父さんが会
長になられたきっかけは私と天王寺でお酒を飲ん
だ時に是非にとお勧めした時に決断されました。
ものの弾みにはご注意くださいよ。お母さんはそ
の年にメネット会長をされました。一年間の素晴
らしいお働きに対して、京都での日本区大会にて
「優秀メネットクラブ」の表彰を授与されたこと
が印象深く残っています。 
▼横田憲子：先々週、５歳児と一緒に若草山の頂
上に登りました。帰ってから坐骨神経痛になりま
した。先ほど箕浦さんも同様に経験された話をし
たのですが、一番若い会員と同じ痛みを味わった
とびっくりいたしました。 
▼藤井敬子：箕浦さんのお年を初めて知りました。
今は三十路になった娘が、当時グランドで一緒に
遊んでいましたが内の娘だけが「シロー！」と呼
び捨てにしていました。箕浦さんとこれから一緒
に活動できることをうれしく思います。 
▼大藪暢子：箕浦史郎さん今日はおめでとうござ
います。小さい頃は「史郎くん」、「おばちゃん」
と、呼び合っていましたが、とっても可愛いい色
の白い坊ちゃんでした。今は、色は真っ黒、身体
は立派、体重も立派になられて本当におばちゃん
びっくりという感じなのです。これからは「大藪
メネット」とお呼び下さい。 

▼望月治子：おめでとうございます。本当にうれし
いです。私は主人のようにイエスマンではないんで
すけど、これからは「イエスマン」になるよう頑
張ります。（完） !

１０月役員会報告　　　　　　報告：横田憲子 
日時:10月23日（木）19:00～20:30 
場所：サンホーム６階 
出席者：正野忠之・杉村徹・丸尾欽造・宮本桂
子・望月強・横田憲子 
◉1>11月例会 
2014年11月20日（木）18:30～20:30 
「卓話」お名前　　大西信弘氏 
演題　「地域社会における奉仕活動」 
プロフィール　 東大阪自治協議会・意岐部連合会
長・東大阪市御厨自治会顧問等 
司会：横田憲子　 
食事担当：望月強　 
聖句朗読：宮本桂子　 
食前感謝：岩坂正雄 
ニコニコ献金：畠平剛志・丸尾初子　 
例会報告：丸尾欽造　写真：丸尾欽造 
◉2>12月ブリテン原稿　　締切　１１月２８日 
＊サンホームニュース　杉村連絡主事　　 
＊Ｙニュース　　　箕浦所長 
＊巻頭言　岩坂正雄　　　 
＊ニコニコ起こし　畠平　 
＊役員会報告　横田憲子 
◉3>審議・協議事項 
⦿１）１０月例会を振り返って 
・食事の数が足りず前もって人数確認をする。 
・今期は出席者全員に話してを知う会長の思い
が、ニコニコの時間が充分だと話が長くなりかな
りの割愛を余儀なくされることは、いたしかたな
い。ニコニコ語録に関して今までの様式で続ける
か、何かのアイデアーが必要なのか今後の課題であ
る。　 
⦿２）１１月例会は外からゲストスピーカーを招く
ことの説明があり了承される。 
⦿３）１２月例会に関しては１２月１３日［土］
に東ＹＭＣＡクリスマス会との合同になるよ　　
う箕浦史郎ワイズが調整中という会長案に了承さ
れる。 
⦿４）次期河内クラブ副会長の公募を１１月号ブ
リテンに記載することが了承される。 
⦿５）次期阪和部ＥＭＣ事業主査選出に関して、
阪和部次期の都合で事業主査の変更をお願い　　
されるもすぐには決められず、先送りとなる。 
⦿６）次期における次次期阪和部長選出立候補１
２月３１日までとするという説明があった。 
◉４＞報告 
⦿１）ジャガイモ到着１０月２５日 
⦿２）次次期阪和部人事内定　 和歌山紀の川クラ
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ブ　 部長は生駒義範ワイズ・書記は土肥正明ワイ
ズ・会計は田中宗興ワイズの御紹介があった。 
⦿３）阪和部評議会より①東北復興応援ツアーの
実施に伴い「仙台ＹＭＣＡ復興プログラム」支援
として自由献金での依頼がある。 
⦿４）阪和部評議会より②奥田次期中西部長より
「ワイズの森づくり」の共同提案の件」　 
協議事項として阪和部長と中西部長の話し合いを
持ってより具体的な説明ができるよう継続課題と
なる。 
⦿５）２０１５年の新年合同例会は１月１２日
（月祝）日程の報告がある。 
⦿６）和歌山クラブ６５周年記念例会は２０１４
年１２月６日（土）ホテルグランビア“和歌山“　締
切が１１月１０日のため書記よりＦＡＸで会員に
出欠を確認することになる。 
⦿７）１０月１３日の大阪ＹＭＣＡチャリティー
ランは台風のため延期となっていたが２０１５年
２月１日長居公園での開催に大阪ＹＭＣＡ運営委
員会で決定される。　　　　　　　　　　　以上 !
阪和部　第２回評議会　報告 
                                         報告：丸尾欽造 
開催日　2014年10月18日　大阪南ＹＭＣＡ 
◆議案 
第１号議案： 第1回議事録承認の件 
[第1号議案]阪和部役員に関する報告・承認、[第 2
号議案]委員会の設置、[第3号議案] 2014～2015
年度事業計画案、[第4号議案] 第26期 阪和部予算
案、及びその他緒報告についての記述が正確に記
載されているとして承認された。 !
第２号議案：新旧合同懇親会の会計報告 
参加33名、収入198.000円、支出198,000円の報
告があり、異議なく承認された。 
第３号議案：阪和部会報告と余剰金の会計報告 
収入320,000円　支出 295,481円　益金 24,519
円 
阪和部会計へ 12,519円　と報告があり、一部記載
方法について質疑があったが（12,000円はホスト
クラブへ）、内容については承認された。    
第４号議案：仙台YMCAの復興応援プログラム支
援への献金について　 
「11月15日～16日、東北復興応援ツアーの実施
に伴い、仙台YMCAが行う復興プログラムへの支
援として献金する。その献金依頼を、阪和部各ク
ラブにお願いいたしたい。」という内容に対し、
採決の結果、賛成6票、棄権2票で可決された。 

◆報告・連絡事項で主な問題 
1.「ワイズの森づくり」を堺湾岸地において計画し
ている旨、次期中西部部長奥田時夫氏が計画概要
を明らかにされている。阪和部として今後どのよう
に対応を進めて行かばいいか、次期部長・林祐幸
氏から報告とあわせて意見を求められた。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 !
サンホームニュース11月号　　　杉村徹 !
台湾からのお客様 

10月22日、台南YMCAを通じて、台南家庭關懷協
會の方々がYMCAサンホームを訪問されました。
総勢33名で、普段から高齢者介護や福祉に携わっ
ている方々ばかりです。 
見学中は「経管栄養者の受け入れはどうしている
か」「ターミナルケアは誰に同意確認をしている
か?」など、非常に具体的な質問が飛び交い、予定
を30分以上超過する程でした。 
台南において、貧困世帯への支援の他、ホームヘル
プサービスや配食サービスを実施し、今後はデイ
サービス事業を計画されているそうです。少しでも
今回の見学が役に立てると嬉しいと思っています。 
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YMCAニュース　　　　　箕浦史郎 
＜10月全体リーダー会にて＞ 
10月20日（月）に東ＹＭＣＡ全体リーダー会を行
ないました。今回は、講師の先生、礼拝奨励者を
お迎えしいつもと以上の盛大な会となりました。
第一部礼拝ではサンホームの宮原さんに人に寄り
添うことを高齢者の方とのふれあいの中での視点
をお話していただきました。 
第二部では畠平様からのご紹介で、奈良ワイズメ
ンズクラブの高橋様を講師にお迎えし「レクリエー
ションゲーム指導」についてお話していただきまし
た。レクリエーションゲームが子どもに与える影
響、話し方、新しいゲームについてなど新しい学び
を持つ機会をいただきました。リーダーにとって
は自分たちと違う世代の方の知識や経験に触れ、
視野が広がりました。ＹＭＣＡは多世代の人々が
互いに学びあい、成長できる素晴らしい場所であ
ることが若いリーダーたちにも実感できたのでは
ないかと思います。 
今回の学びが今後の彼らの活動に活かされるこ
と、またリーダーたちが社会に出てからも自分の
経験や思いを次の世代に伝えていくことを期待し
たリーダー会でした。 
追記　 毎月第３月曜日にリーダー会を行なってい
ます。礼拝でお話してくださる方、またご自分の経
験や想いをお話してくださる方、一緒に参加してく
ださる方を募集しています。 
リーダーたちの楽しんでいる姿、がんばっている姿
をぜひ一度ご覧いただければとうれしいです。 

!!

★西日本通年強調目標　PR★ 
　各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。加藤　信一　広報・情報委員長 
★西日本区強調月間　　 
　　　　Public Relations Wellness★ 
　ワイズデーの広報をして、ワイズメンズクラブの
認知度を高めましょう。 
　　　　　　　加藤　信一　広報・情報委員長 

!
★編集後記　（畠平剛志） 
今月の例会はうれしい入会式でした。 
箕浦さん、今後ともよろしくお願いします！!
さて、毎月第１木曜日のお昼1400から第
２例会としてブリテン印刷を行っています。
作業内容としましては、このブリテンを印
刷し、折り、封筒に入れ、切手を貼って郵
送する、というものになっております。 
色々とおしゃべりしながら楽しく作業をし
ていますが、現在のところ残念ながら参加
者がとても少なく、かなり時間がかかって
おります。 
これは公式行事ですので、例会に出席でき
なかった場合のメークアップにもなります。
是非お手伝いいただけないでしょうか？よ
ろしくお願いします！ !
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例会に出席しましょう！ 
!
例会出席はワイズメンの権利であり、
義務でもあります！ 
さらに、出席率は表彰対象です！ 
出席できない場合は、 
役員会、第２例会（ブリテン印刷） 
他クラブ出席 !
などのメークアップを活用するよう
お願い致します！！ !
EMC主査　畠平剛志



!!!!!!!
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 1０名 にこにこ献金

内　広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 7名  ９月分　21129円

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 １名 今期累計68,165円

10月例会出席者数（会員） 11名 9月例会出席者総数 10名

メイクアップ 0名 9月役員会出席者数 7名

10月の出席率  68％ 9月会員延べ出席者数 １7名

HAPPY BIRTH DAY 1１月 
該当者はおられません !
WEDDING ANNIVERSARY  
２日 佐古至弘・利子 夫妻   
２７日 望月強・治子 夫妻  

１１月～１２月の予定 
１１月６日（木）第２例会（ブリテン印刷）　サンホーム6階 
１１月１５日（土）～１６日（日）阪和部東北ツアー 
１１月２０日（木）第一例会　サンホーム６階 1830~2030（予定） 
１１月２７日（木）役員会　サンホーム６階 1900~2030 
１２月４日（木）第２例会（ブリテン印刷）　1400~  サンホーム6階 
１２月１３日（土）クリスマス例会（予定） !

第４０期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:正野忠之　副会長:横田憲子　書 記:丸尾欽造・横田憲子　会 計:宮本桂子・藤井敬子 

メネット会　直前会長:畠平剛志　連絡主事:杉村　徹 
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://kawachi-ys.org/

１１月例会　Public Relations Wellness 
１１月２０日(木)18:30~20:30 
司 会                   横田憲子君  
開会点鐘                  正野会長 
ワイズソング               一同 
会長の時間                正野会長 
聖句朗読                  宮本桂子君 
ゲスト・ビジター紹介        正野会長 
食前感謝                  岩坂正雄君 
食 事 
卓話    大西信弘氏 
「地域社会における奉仕活動」 
結婚・誕生祝               正野会長 
にこにこ 　   畠平剛志・丸尾初子 
YMCAの歌                一同 
閉会点鐘                  横田副会長

　♪♪♪メネット会♪♪♪ 
メネットの皆様今月も集いませんか？ 
１１月２０日（木）4：30頃から例会迄 

第４１期　役員　立候補公募 
 
クラブ会則11条に則り、次期役
員候補を公募いたします。 
次期役員立候補者は次期役員選考
委員まで、立候補の意志をお伝え
下さい。 !

http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga
http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga

