
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      

                        

畠 平 剛 志       

 オフロードバイクで斜面を登る

ことをヒルクライムといいます。 

オンロードと違い、砂や石などで

滑りやすいですし、濡れた木の根

や埋もれた岩などの障害物もあり、

そもそもでこぼこして真っ直ぐ走

れるラインなどありません。場合

によっては歩いて下見をして登り

やすいラインを探す ことも重要

となります。このヒルクライム時に「勢い」で登ろうとすると、

大抵失敗してしまいます。助走が速すぎると、斜面の入り口で

バランスを崩してしまうのです。アプローチではバイクを安定

させ、勢いよりもバランスを取ることが重要となります。また、

アクセルは開け続けないと失速転倒してしまいますが、途中で

開けすぎると後輪が滑って登れなくなってしまいます。もちろ

ん自分のマシンのパワー、サスペンションの挙動を知っておく

ことは大前提です。ヒルクライムに入るには、自分とマシンの

実力に合わせて事前にラインを計算し、入るときには勢いをつ

けすぎずに体勢を安定させ、アクセルは開けすぎずしかし十分

な量は開けて…ということが必要になります。ワイズに限らず、

組織やイベント運営と似ているのではないでしょうか。 

さて、宮本会長期も半分を超え、先日は来期の計画をするため

にワイズ研修会を開催していただきました。 

入会してより色々とご一緒にワイズ活動をさせていただいて

「河内ワイズというマシンの力」もある程度は見せていただき、

「年間行事というヒルクライム」の下見もさせていただいたつ 

もりです。来期に入るまでにライン取りを提示させていただき、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助走では体勢を安定させ、アクセルを開ける準備をさせていた

だきたいと思います。皆さまよろしくお願いいたします。 
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●     【４月例会プログラムご案内 】         ● 

強調月間  “ Ｙサ・ＡＳＦ ” 

  

日時：４月１８日(木)１８：３０～２０：３０ 

会場：サンホーム ６階  

受  付 ：望月強君・中野義彦君・藤井敬子さん                

司会進行  ：          加藤寿枝さん        

  開会点鐘 ：       会長・宮本桂子さん 

  ワイズソング ：        一   同 

  聖句朗読 ：           田中惟介君 

  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 

食前感謝 ：         新本英二 君 

ゲスト・スピーチ      

  池田勝一 氏（堺市立五箇荘小学校校長）  

「 宮古ボランティアセンターからの発信 」 

  誕生・結婚記念日お祝い： 会長・宮本桂子さん  

  にこにこアワー    望月強 君・メネットさん 

ＹＭＣＡの歌              一   同 

●   閉会点鐘：     副会長・畠平剛志 君  ● 

ヒルクライムに学びつつヒルクライムに学びつつヒルクライムに学びつつヒルクライムに学びつつ        

[[[[今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句]]]]   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。

人がわたしにつながっており、わたしもその人につなが

っていれば、その人は豊かに実を結ぶ」 

―― ＹＭＣＡの大きな枝葉につながっている 

ワイズダムの実は、Ｙサービスのはたらきによっ

て、さらに豊かになるでしょう ―― 
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                    報告：丸尾欽造 

日 時：２０１３年３月２１日 (木)１８：３２～２０：５５ 

場 所：サンホーム ６階    

出席者：メン ：伊藤圭介、岩坂正雄、大谷美佐子、加藤寿枝 

佐古至弘、新本英二、杉村 徹、中野義彦 

畠平剛志、藤井敬子、丸尾欽造、宮本桂子 

メネット：伊藤玲子、大藪暢子、新本力子、中野涌子 

畠平明子、初田眞佐子、丸尾初子     

ビジター：今井利子（大阪なかのしま）、白井公子（大阪 

長野）、胎中晴美、岩本二三子、内田彩子 

林 成子、松田重子（以上奈良） 

 以上 ２７名 

■今年のメネット例会は「弥生３月」に。丁度、桃の節句の時

期であり、女性にとっては申し分ない設定です。プログラムの

企画から会場設営、例会役割担当、お食事手配、装飾、お土産

に至るまですべてメネット会のアイデアと手作りで仕上げられ、

特にそれぞれがお家から持参されたお雛様の飾りものがレイア

ウトされた効果は華やかなものでした。きちんとした準備と配

慮の行き届いたおもてなしは出席者を驚かせてくださいました。 

近隣のクラブからメネットさん・女性メンバーさん７名をお迎

え、クラブのメンを加えて、「メインディッシュ」となるプログ

ラムは「お家でできるストレッチ・ヨガ入門」と言うメニュー

でした。 

■司会は大藪暢子さん。無駄のない軽妙な語り口調と細やかな

気配り、事前の準備をきちんと整えておられたことなど、とて

も誠実に取り組んでくださいました。阪和部メネット主査・白

井公子さんはご挨拶の中で、予定されていた部内メネット例会

が河内を最後に終えたことや、和歌山、奈良で開かれた「心の

ケア講習会」が予定通り終えたことの報告とご協力への謝辞を

述べられました。 

■さて、食事の後ではヨガができません。正面に飾られたお雛

様を前にしながら、みなさんは晴れ着タブーのパンツスタイル

でそのうえ裸足になっていただきヨガ入門。お身体のお手入れ

が始まったのです。そうそう、インストラクターは次期クラブ

会長・畠平剛志君のメネット・明子（ミヨコ）さんで、ヨガ歴

７年。全米ヨガアライアンスをはじめいくつかの修行を修めら

れ、現在はアヌサラの原則を活かし、ハンディキャップヨガの

第一人者、峰岸道子氏に師事し、知・身体のハンディをもった

人々にヨガを教えることに精力を尽くされておられます。 

 身体の仕組みに多少逆らって、もつれた筋肉や筋、関節などの

「ご機嫌伺い」をするパフォーマンスのパターンをいくつも紹

介されましたが、柔らかい形づくりの中に理にかなったヨガの

作用を頭では理解することができました。観ていると簡単そう

でしたが、しなやかさを失ってしまった男性諸兄には「拷問」

に似たりと思うものもありました。それに引き換え、さすがは

メネット諸姉はきちんとポイントを捉えフィニッシュポーズで

はご満悦のかたが多くおられました。そこが例会の場ではなく

なってスポーツジムになっている錯覚すら覚えました。長年の

生活環境がもたらす身体のアンバランスを一朝一夕で改善する

ことはできませんが、「お家でできる」と言うところがミソであ

り、今日をきっかけとしてヨガ習慣を始めることができれば調

和を取り戻した素晴らしい体形に戻すことができるかも知れま 

 
 

 

 メネット例会「お家でできるストレッチ・ヨガ 」 

３ 月 例 会 報 告 
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せん。畠平明子さんは、初めてのクラブ例会への出席でしたが、

時間の許す限り今後の出席と活動への参加をお願いいたしたい

ものです。 

■新本力子さんの食前感謝。細いけれども芯のあるお声で会場

のひとりひとりの心をまとめ神様への感謝の言葉として捧げて

くださいました。合わせる手は美しいものでした。それにもう

一つ、皆さんいかがでしたか、とても美味しくてきれいなお弁

当。伊藤玲子さんがご担当くださいまして、キッチンオリタさ

んで調達してくださいました。本来ならば白酒なども、と期待

するむきもあったかもしれませんが、昨今のドライバー事情も

ありご法度でした。お箸袋はメネットの工房の制作品で、桃の

節句仕立ての可愛いものでした。 

■奈良クラブメネット会様とはそれぞれメネット例会で相互に

訪問する交流が長く続いています。今回も５名のメネットさん

がご来会くださいました。会場に飾られた花に加えて「花を添

えてくださいましてありがとうございました」と、丸尾初子メ

ネット会長から歓迎のご挨拶がありました。ヨガにもしなやか

なポーズを取って居られて、いにしえの南都でのびのびお過ご

しのご様子がうかがえました。また、河内メネットの手作りお

箸セットやブローチ作品などのチャリティ販売にもご協力いた

だきありがとうございました。 

■メネット例会に限らず、通常例会でももっと司会などのご協

力をいただける機会が増えればいいのではないかと思いました。

また、クラブでも毎月の例会で「ヨガブレイク」など取り入れ

て行ければいいのではないでしょうか。閉会時刻が少し遅延い

たしましたが、いつもとちょっと違う「ディファレント例会」

になったのではないでしょうか。ニコニコは２１４００円、メ

ネットグッズの販売は７６００円でした。    以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真前頁から順次 ●例会会場風景 ●ヨガに熱中するメネットさん 

●ヨガとはどのようなものか、まず講義から ●畠平明子メネットと丸

尾初子メネット会長 ●祈りをささげる新本力子メネット ● 美味し

かったお弁当 ●雛飾りで会場も華やかになりました 

クラブ研修会報告について  

３月２３日・２４日の両日、六甲山ＹＭＣＡにて開催され、

メン・メネット・コメット７名が参加した。畠平剛志次期

会長から「研修会のまとめ」として研修会報告書が提出さ

れた。 

討議された詳細は、報告書を配布させていただきます。

尚、、役員会議事録にも関連事項が記録されていますので

ご参照ください。 

東Ｙ・ウエルネスの新しいスタッフのご紹介東Ｙ・ウエルネスの新しいスタッフのご紹介東Ｙ・ウエルネスの新しいスタッフのご紹介東Ｙ・ウエルネスの新しいスタッフのご紹介    

４月1 日より新しいスタッフをお迎えしてスタートとなります。 

箕浦所長を筆頭に荒賀さん、川合さん、尾崎さん（女性）と新

人の新野さん（男性）、切通さん（女性）を加えての出発となり

ます。尚、重信所長は南ＹＭＣＡへ異動、佐藤さんは３月末を

もって退職されました。 
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     報告：書記・ 大谷美佐子 

日時：２０１３年３月２８日（木）・19：00～20：30 

場所： 東ＹＭＣＡ・ 

出席者 宮本・中野・藤井・畠平・丸尾・望月・正野・伊藤・

新本・加藤・大谷          

４月例会 ４月１８日（木）サンホーム８：３０～２０：３０ 

ゲストスピーカー  池田勝一氏（堺市立五箇荘小学校校長） 

Ａ班担当Ａ班担当Ａ班担当Ａ班担当          

４月例会役割分担 

 司   会 加藤寿枝さん  聖句朗読 田中惟介 君           

 食事手配 望月強 君    食前感謝  新本英二 君  

ニコニコ 望月強 ＆当日参加メネットさん    

受  付  望月強 君 会計 藤井敬子さん 中野義彦君 

                   音楽担当・会計兼任 

５月号ブリテン原稿 

 ４月例会報告  望月強 君 ４月例会にこにこテープ起し  

田中惟介 君 ４月役員会報告  大谷美佐子 さん  

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  田中 惟介 君   原稿最終締切は４月原稿最終締切は４月原稿最終締切は４月原稿最終締切は４月２６２６２６２６日日日日    

審議事項・報告・連絡事項 

 《審議事項》   

１． ４月例会  Ａ班（望月委員長） 

    ゲストスピーカー 池田勝一氏 

２. ５月例会担当の確認とラフプランＢ班（委員長 伊藤）    

ゲストスピーカーの月・４月役員会にて報告 

３. らくらく車椅子登山について  （畠平） 

    畠平実行委員長より資料にて説明 

     ・４／２８（火） ９：３０に 現地集合 

       登山終了後サンホームに於いて反省会 

     ・４／２７（土）１４：００～ 準備委員会 

     ・役割担当（手すきの人は協力をお願いします） 

・車両通行許可、保険・・東ＹＭＣＡ、 

・名簿整理・・畠平・正野、・物品運搬・・望月,   

・ネームプレート作成準備・・藤井 

       ・弁当・お茶手配・・畠平 

     ・受付・・藤井・横田・望月メネット 

     ・案内旗持ち／六万寺東交差点…大谷  

・お茶配布・・宮本  ・写真撮影・・丸尾 

      ・弁当配布・・大谷・伊藤メネット     

 ４. ロシアとの交流について   （伊藤） 

    ６／１１～６／１７訪問（６／１８帰国）  

参加者５名 伊藤・メネット、中野・メネット、大谷 

   公式訪問であるので会長よりの親書を用意する旨役員 

会にて承認された。 

５. 研修会をふまえて次期のプランについて （宮本・畠平） 

    参加者 ：宮本・畠平・新本・正野・横田・新本メネ 

ット・宮本コメット 

                    畠平次期会長作成の「2013/3／23ワイズ研し修会ま 

とめ」に沿って報告あり（ブリテン発送時同封） 

 ★事業の柱として 

   「奉仕活動」は我々のアイデンティティであるので、 

全力で実施する。「親睦活動」は、「他クラブ交流」と 

「会員親睦」を柱とする。 

★「奉仕活動」の内容 

    我々の活動の特徴でもある「らくらく車椅子登山」 

    ＹＭＣＡ支援という本来目標でもある「チャリティラ 

         ン」 自分たちの仕活動の資源でもある「クラブファ 

ンド」の３本に絞る。 

  ★「他クラブ交流」については、「合同例会」を計画、また 

「ロビー展」を発展実施する。 

  ★「会員親睦」については、出席日程を絞ることにより、 

    1 回の行事での出席者増を目指す。例会を出来るだ 

け実施行事と同時に行う。 

  ★「例会を含む行事の実施」 

     斑編性が負担になってくることもあり例会を実施行 

     事と同時の行うことや、実行委員会方式で早めに準 

備を開始し、実行委員会も例会役員時に実施するよ 

うにして負担の軽減を図る。  

 ★実行委員会としては 

    らくらく車椅子登山実行委員会・納涼例会実行委員 

    会・３クラブ合同例会実行委員会・チャリティラン 

実行委員会・ロビー展実行委員会・クリスマス例会 

実行委員会・クラブファンド実行委員会、以上の７ 

つとする。 

６. 研修会会計報告  （新本） 

    新本実行委員長より報告、残金２，４３３円はニコ 

ニコ献金に入れる・・承認する。 

７. ３クラブ合同例会について  （畠平） 

    次期に於いて大阪サウスクラブ、大阪長野クラブと 

合同例会を計画、実施するかどうかの賛否。 

    役員会にて 合同例会を実施することで決定。 

８. 伊藤メン広義会員の申し出の件 

    会長に再度申し出あり、役員会に於いてもご本人よ 

り強い希望があった。伊藤メンは西日本区、またク 

ラブでの永年の功績が著しいゆえ「功労会員」とし 

て残って頂くことで決定する。（ 西日本区定款 第 

３条第４項参照） 

９． その他  名古屋西日本区大会 

      参加者は会長に申し出すること。    

 《報告事項》  

１、 メネット会より報告 

     ３月例会のお礼と３月２０日開催された「こころの 

ケアを考える講習会」のお世話をした報告あり。 

  講習会参加者: メネット・丸尾・中野・ 

         メン・ 丸尾・中野・正野・横田   

２. 次期における次次期理事について   （正野）  

     阪和部では現時点では立候補者は無い。                                   

《連絡事項》  

１． きのかわチャリティーラン  

４月２１日（日） ９:００から１２：００  

紀ノ川河川敷特別コース          以上 

第38期第１０回役員会報告 
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「心のケア」「心のケア」「心のケア」「心のケア」講習会講習会講習会講習会        

 

  
区区区区メネット事業メネット事業メネット事業メネット事業    

３月２０日 奈良ＹＭＣＡにて開催 

今年度のメネット事業・国内プロジェクトとして野村メネット事

業主任が提唱され取り組まれている「心のケア」講習会が、部内 

では和歌山での開催に次いで、奈良ＹＭＣＡで開催されました。 

開会挨拶の中で、野村事業主任は、心のケアの大切さと意義に

ついて話され、講習会として取り組むことになった経緯を述べら

れました。講習に先立ち、仙台ＹＭＣＡ東日本大震災支援対策室・

黒田敦氏から東日本大震災の現実と被災地での復旧・復興作業に

ついてＤＶＤを交え報告があり、あらためて被災地の状況や被災

者の厳しい生活環境について認識を新たにしました。講習会では、

「心のケアを考える」と題して、金城学院大学教授・宗方比佐子

氏から、・心のケアとは・被災者の心の状態・心の回復に関する理

論や治療法・支援者の心構えや支援スキルなど、ご用意されたテ

キストによって２時間に亘る講義とリラクセーションを受けるこ

とができました。３４名のワイズ関係者と９名の奈良ＹＭＣＡリ

ーダーの参加がありましたが、特に次代を担う若い世代からリー

ダーが参加されたことに意義深い講習会だったと感じました。 

３月９日、東ＹＭＣＡ・ＹＭＣＡサンホーム・ＹＭＣＡ桃の里・ 

志紀ディサービスの拠点に集うボランティアの方々をお迎えし 

て「ボランティア感謝会」がサンホームロビーにおいて開かれま 

した。ボランティア感謝会は、会員交流活動の一端として毎年開 

かれています。次のような三つの目標に沿ったプログラムが準備 

されました。 

一つは、ボランティア感謝会を通して、会員同士の交流を深める 

こと。二つ目は、ボランティア感謝会を通して、東ＹＭＣＡと地  

域の交流を深めること。三つ目は、多くの方に東ＹＭＣＡの活動 

の主旨を知ってもらい、ＹＭＣＡの活動の活性化につなげるこ 

とです。活動報告書には３０に近いグループのご紹介があり、と 

ても賑わいました。食生活創造室が作られた美味しいご馳走をい 

ただき、それぞれのグル―プが得意とする様々なパフォーマンス 

をご披露いただき、みんなで楽しく交流を深めることができまし 

た。ワイズからは、運営委員に関わる４名と杉村徹スタッフのみ 

の参加でしたが、東ＹＭＣＡには多くのボランティアの方々が 

活動を支えておられることを知っていただくためにもいい機会 

であり、今後の積極的な参加が望まれるのではないでしょうか。 

                         ワイズとＹＭＣＡとの相互理解と協働を深めることを目的とする 

「YYフォーラム」が開催され、ワイズから２５名、ＹＭＣＡから 

現役・ＯＢのリーダ１７名の参加があった。中井正博Ｙサ・ユース 

事業主査がファシリテーターを務め、リーダーになったきっかけは何 

だったのか？、リーダーになって自分がどのように変わっか、また良 

かったことは？、ＹＭＣＡやワイズとの関わりはどこにあるのか？、 

などの問いかけをはじめ、今後ＹＭＣＡとの関わりを繋げてゆくこと 

ができるか、誘いがあったら自分の参加の仕方など、接点を探るディ 

スカッションが展開された。 

                              リーダーへのきっかけは、大学で誘われたことを筆頭に、子ども 

                             との関わりが好きなことや、リーダーが素敵にみえたことなどの 

                             ほか、親がそうであったこと、キャンプやスキーがただで参加できる 

   るからと現実的な意見も。リーダーになって結婚あいてとの出会、 

   い、人とのコミュニケーションの取り方の上達などの反面、人間関 

係の難しさも知ることができたことや、ヨットやスキーの技術を 

習得することができたと語っていた。 （８頁に続きます）     

 

ボランティア感謝会 

３月９日東ＹＭＣＡサンホームにて開催 

 

 

宗方先生、野村主任を囲む奈良ＹＭＣＡリーダーの皆さん 

        ＹＹフォーラム 

    ３月２日 大阪ＹＭＣＡにて開催 

阪和部阪和部阪和部阪和部主催主催主催主催

東ＹＭＣＡ・サンホーム・桃の里ＹＭＣＡ・志紀ディサービス東ＹＭＣＡ・サンホーム・桃の里ＹＭＣＡ・志紀ディサービス東ＹＭＣＡ・サンホーム・桃の里ＹＭＣＡ・志紀ディサービス東ＹＭＣＡ・サンホーム・桃の里ＹＭＣＡ・志紀ディサービス    

源氏ケ丘子ども会の皆さんがハンドベル演奏で楽しませて下さいました 

 

中井Ｙサ・ユース事業主査と対話を展開するリーダーのみなさん 
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地域奉仕環境委員  芳澤 伸之 

年１回のサンホーム・車椅子清掃の奉仕事業も早８回目を迎えま

した。始めた当初は気分が悪くなる人も出るくらい汚れていまし

たが、回を重ねるごとに汚れは随分ましになり手際の良さも一流

職人張りになった気がします。 昨年から車椅子と入居者のベッ

ドも清掃作業に組み込み、今年は車椅子１５台・ベッド１０台の

清拭を行いました。「らくらく登山」に向けての点検作業も完了

いたしました。 

特筆すべき事は、一昨年より大阪商業大学高等学校・美術デザイ

ンコース・久語民雄教諭と生徒さん達が手伝ってくれることです。

久語教諭曰く「授業では教えられないことを自分たちで感じても

らえれば」と毎年積極的にご参加して頂いています。高齢者施設

の中で若者たちの笑い声は場を和ませてくれます。筆者は思いま

す。彼らの作品展をサンホームで出来ないものでしょうか。久語

教諭・学生・YMCA サンホーム・ワイズが毎年一つの輪になって

います。車椅子清掃に終わらずコラボしたものがあるともっと

我々の活動が広まる

のではないでしょう

か。又今年はチラシを

見て一般の方のボラ

ンティア参加もあり

ました。驚くなかれ、

石橋よう子さん（８１

歳）吉田信子さん（７

２歳）です。とにかく

お元気です！紙面をお借りして感謝申し上げます。 

作業後６階多目的室で全員で和やかに茶話会を行いました。正野

阪和部長からの差し入れもあり学生さん達も大喜びでした。継続

は力なり。末永く続けたいものです。 

（参加者） 

＊大阪商業大学高等学校・美術デザインコス 

久語民雄・青山悠香・秋田拓海・伊藤樹生・   

遠藤圭・湯井千尋・岩間彩里・香月美咲 

近藤望夏・北村菜摘 

＊一般      石橋よう子・吉田信子 

＊大阪河内ワイズ 丸尾欽造・丸尾初子・横田憲子・伊藤玲子 

初田眞佐子・芳澤伸之  応援・正野忠之 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今井利子：ヨガの時間が楽しかったです、先生ありがとうご

ざいました。私ちょっと悪いところがあるので自主トレーニン

グとか日常で動くようにしておりますけど、今日は違うところ

を動かしたので筋肉痛が来ないかなと思っています。 

■胎中晴美：奈良の胎中でございます。今日は初めてよそのメ

ネット例会に寄せていただいて、ありがとうございました。又

奈良の方へ皆さんお越しくださいませ。 

■内田彩子：奈良の内田です。今日はありがとうございました。

2年ほど前に家でDVDでヨガをやっていましたが、休憩のポーズ

で寝てしまうんです（笑）今は何もやっていません。これから

はやろうと思います。 

■松田重子：奈良の松田でございます。先日健康診断をしてど

こも悪くなかったんですけどメタボで（笑）今日はいい運動を

教えてもらったので、お家で頑張ってこの 3 段を何とかしたい

と思っています。ありがとうございました。 

■岩本二三子：奈良の岩本です。昨日は「心のケア」の勉強会

で、今日はヨガを教えてもらって、ワイズは色々と教えてくれ

るところだ

なぁと感謝

しておりま

す。ありがと

うございま

した。 

■林成子：奈

良クラブの

林でございます。河内例会はいつも楽しい企画をしていただき、

今日はいい体操も教えていただいてありがとうございました。

今日は丸尾会長様が「花を添えていただいて」と言われた時に

頭に浮かんだのが「立てば芍薬座れば牡丹歩く姿は百合の花」

さーどれだったんだろうなぁと思いながら過ごしていました。

ありがとうございます。 

■加藤寿枝：畠平先生ありがとうございました。絶対無理やと

思うんですけど、先生のようなスリムな姿を目指したいと思い

ます。 

■新本力子：白井さん遠い所から、畠平先生もありがとうござ

いました。今後ともよろしくお願いいたします。 

■初田真佐子：先生とお会いするの 2 回めなんですけど覚えて

おいでです？コーナンでバッタリとお会いしました！またこれ

からもよろしくお願いいたします。 

■大谷美佐子：畠平先生ありがとうございました。先生の教室

はきっと楽しいんだろうなと思っています。今日はめネット例

会でお花がいっぱいでメネット例会大成功だと思います。私事

ですが90歳になる母が肋骨が折れたということで、何もしてい

ないのに折れたと…年がいくということは大変ですね。 

■新本英二：今日はメネットの皆さんが大勢で、今日は大変楽

しいおヒナさんでした。周り見ますと菜の花と御内裏さんとお

ヒナさんがありまして、今日は祝福された一日でした。 

サンホーム車椅子・ベッド清掃 

３月１６日３月１６日３月１６日３月１６日    に実施しましたに実施しましたに実施しましたに実施しました    ニコニコ語録集 

３月 例会の余韻 
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■藤井敬子：今日はお誕生祝いをいただきましてありがとうご

ざいます。実は私家では当日ラーメンを一人で寂しく食べたん

です。今日お祝いをしていただき、とっても嬉しく思っていま

す。今日教えていただいたことを家でしっかりしたいと思いま

すので、またアドバイスをお願いいたします。 

■中野義彦：昨日は奈良クラブに寄せていただいて「心のケア」

を勉強させていただいて、今日は体のケアをして、明日は…疲

れ果てて寝てると思います。（笑）そのような事無いようにこれ

からも頑張って行きたいと思います。 

■佐古至弘：今日は御誕生日祝いをいただきましてありがとう

ございます。3月16日をもって81歳となりました。（おー）こ

れを機会にあと 4 年ぐらいは頑張れるんちゃうかなーと思って

います。よろしくお願いいたします。 

■伊藤圭介：この4月で81歳になります。今日のヨガをこれか

ら鍛錬して若返るようにいたしますので、女性の皆さんよろし

く相手して下さい。 

■岩坂正雄：あと一週間で81歳になります。まぁワイズはメネ

ットでもつと言いますが、今日はそれを実感しました。畠平さ

んあんな素晴らしい奥さんを持って幸せやなぁとつくづく思い

ました。 

■丸尾初子：今日は本当に楽しい例会を終えることができそう

です、ありがとうございました。 

畠平メネットさんにはじめてお目にかかりました。これを機に

河内のメネット例会何かありましたら出てきていただいたらと

思います。楽しみにしております。 

■白井公子：主査の白井です。今日はありがとうございました。

メネットがこんなに活躍してくれるクラブが段々増えてくると

いうのは阪和部にとっていいことだなぁと思っております。新

しいメネットさんが増えてくることが一番いい事だと思います

ので、必ずご主人とご一緒に例会に参加していただくように、

よろしくお願いいたします。 

■宮本桂子：今日は遠いところから、遠路はるばるたくさんの

ゲストの方に来て頂きましてありがとうございました。今日は

ヨガということで楽しみにしていましてが、実は直前に腰を痛

めまして痛かったんですけど、実はヨガをしたあとに腰痛が治

りました！ちょっと前に主人が私をしげしげと見て「そんなに

太るんやったらいうといてくれたら良かったのに」と…姿勢を

正して先生のようにスリムになれたらいいなと思っております。

どうもありがとうございました。 

■畠平明子：今日は大変ありがとうございました。うちはメネ

ットはメンです。木曜日は実はこの時間は別の場所で 100 キロ

超級の知的の障害のある子にヨガを教えております。どんな方

でも、誰でもできるのがヨガだと思いますので、ちょっときつ

かったかなと思うのですが、これに負けず楽しんで下さい。ま

た参加させて頂きますのでよろしくお願いいたします。 

■畠平剛志：畠平先生、どうもありがとうございました（笑）。

きつかったです～。 

■大藪暢子：今日の箸袋などを含めて全部メネットで集まって

何日も前から準備いたしました。楽しんでいただけたら幸いで

す。お持ち帰りいただいたら嬉しいなと思っています。そして

先生、今日はありがとうございました。自分でやっている時に

はあ、楽ちんと思っていたのですが、先生がちょっと手を添え

られた途端、ほほ～っというほど痛いので、いかに自分には甘

やかしながらやっているのかよくわかりました。 

今日はみなさん、遅くまでありがとうございました。また懲り

ずに来年もお待ちしております。色々と趣向を凝らして次の人

が頑張ると思います。ありがとうございました。 

■伊藤玲子：先生、ありがとうございました。私も色々なとこ

ろが傷んでいたんですけど、歳と思わずに鍛えて行きたいと思

います。それから、私たちの作ったものを河内メネットのファ

ンドとして、ちょっとでも気に入って頂きましたら、ご協力お

願いいたします。（バカ売れでした） 

■中野涌子：今日はお雛祭りをされて 3 月メネット例会を楽し

く、お花とか作ったものとか、持ち寄りまして楽しい会になり

ました。体操も出来てよかったと思います。なかなか家では自

分ではできませんので、こういう機会を作ってさしていただき

たいと思います、その節にはよろしくお願い致します。 

                                            以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月ゲストスピーカー プロフィール  

 

池 田 勝 一  氏  

(いけだ しょういち)  

        昭和３０年１月２４日(５８歳) 

元大阪ＹＭＣＡ職員。堺、大阪東、土佐堀文化センター、六

甲山の各ＹＭＣＡ所長、堺市青少年センター館長を歴任。２

０１１年３月に大阪ＹＭＣＡを退職(33年間勤務)、４月より、

盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティアセンター長として赴任し、２

０１２年３月末まで震災復興活動をする。 

２０１２年４月より、堺市が初めて民間公募した小学校校長

に登用され、校長として堺市立五箇荘小学校に赴任し２年目

を迎える。 

〒591-8005   堺市北区新堀町2丁58番地 

                        堺市立五箇荘小学校    

                       校 長   池 田  勝 一  

      電 話  ０７２－２５２－１４１８ 

         FAX     ０７２－２５２－５２１０ 

           

  

我等８１トリオ 
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会 員 数     １９  名  

（特別メネット会員数）      １  名  

 ３月例会 会 員 出 席 者      １２  名 

 メイクアップ       ４ 名 

 ３月 の 出 席 率  84.2 % 

 ゲスト・ビジター出席数      ７  名 

 メネット・コメット出席数      ８  名 

 例 会 出 席 者 総 数     ２３  名  

  役 員 会 出 席 者 数  １１  名 

 ３月 延 べ 出 席 者     ３４  名  

  ３月ニコニコファンド    21,400  円   

  同  今 期 累 計    159,540円 

     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    

    

  

  今 ＹＭＣＡに必要とされているワイズの支援 

とは何か、ともに考え行動しましょう。 

    

下村明子 Ｙサ・ユース事業主任 

（名古屋グランパス）  

2013 4 Apr. >> 20135 May スケジュール 

                     

  ４月  ４日(木)・クラブ第２例会 サンホーム 

 ４月１３日(土)・西日本区第３回役員会 １日目 

          西日本区次期準備役員会 

           Ｈクライトン新大阪 

 ４月１４日(日)・西日本区第３回役員会 ２日目 

          西日本区次期準備役員会 

           Ｈクライトン新大阪 

 ４月１８日(木)・クラブ第一例会サンホーム  ６F 

 ４月２１日(日)・第1回きのかわチャリティラン 

 ４月２５日(木)・クラブ役員会 サンホーム ６F  

 ４月２８日(日)・第１７回らくらく車椅子登山 

           （詳細は3、4頁参照） 

 ４月３０日(火)・第１６回西日本区大会登録締切日   

 ５月 ２日(木)・クラブ第２例会 サンホーム  

 ５月１２日(日)・東大阪市ふれあいまつり 

            布施〜小阪 ＆花園    

 ５月１６日(木)・クラブ第一例会 サンホーム 

 ５月２３日(木)・クラブ役員会  サンホーム 

                                                       

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    
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 ２０１３年６月２２日(土 )  大会１日目 

     11：00 大会受付   名古屋能楽堂 

     13：00 大会開会       々

19：00 懇親会 THE WEST NAGOYA CASTLE 

21：30 フェロウシップアワー  々   

６月２３日(日)  大会２日目           

      8：00 聖日礼拝  THE WEST NSAGOYA CASTLE 

     9：00 大会2日目       々

     12：15 閉会          々

      参加登録費   メ  ン 20,000円 

メネット 18,000円 

宿泊費その他についての詳細は、第１６会長西日本区

大会参加要覧をご覧ください。  

参加登録はクラブ一括 。登録締切日 ４月３０日         

 

   Happy Birthday 

４月 ２日 丸尾 初子さん （牡羊座） 

４月  ７日 伊藤  圭介 君 （牡羊座） 

４月 ８日 大谷美佐子さん （牡羊座） 

４月１９日 加藤  寿枝さん （牡羊座） 

 
Wedding Anniversary 

   ４月１０日  杉村 徹・由香 夫妻 

４月２３日  畠平剛志・明子 夫妻 

   

 

 

ＹＹフォーラムＹＹフォーラムＹＹフォーラムＹＹフォーラム （５頁・コラムから続く） 

これからのＹＭＣＡとの関わりは、イベントや行事の支援がで

きる場や委員会への参加、社会人になってもフェイスブックを

通してＯＢ会の動きを知ること、できれば子どもはＹＭＣＡに

入れるようにしたいと抱負を述べています。 

今後の課題として、「連絡手段の確立」、「協働プログラムの

創出」、「魅力の発信」、「継続の維持・実行」が提案されました。 

 集う場所の提供や同期でありながら出会いのなかった人た

ちとの連携をどのようにしてゆくか、具体的な行動の結びつけ

を継続して実行することが大切だとしている。 

 卒後の連絡係がＹＭＣＡにもワイズにも必要であると締め

くくられている。   （ 報告：横田憲子 ） 

 




