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2015〜2016年度【主
題】
クラブ主題
「義務感と奉仕の心を持って」
阪和部主題
「共に歩もう。前へ！！」Letʼs go together.Go Go!!
西日本区主題 「あなたならできる！きっとできる」〜生きる しなやかに
アジア地域主題 “Through Love,Serve” 愛をもって奉仕をしよう
スローガン
“Count Your Blessing” 恵みを数えよう
国 際 主 題 “Mission with Faith” 信念のあるミッション

【今月の聖句】

１2月24日発行
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国際会長
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コリントの信徒への手紙（二）４章16節（選・解説

岩坂正雄）

「たとえわたしたちの『外なる人』は衰えても、わたしたちの『内なる人』は日々新たにされ
ていきます。」ー40年の年月を経て、変質してゆくものにこだわらないで、不変のものを大切
にしてゆきましょうー

巻頭言

「半期を終え、なおEMCに向けて」 横田憲子

今期は１名会員増の嬉しいスタートとなりました。８
月にはロシアのエカテリンブルグクラブの４名のゲスト
に日本文化の踊り・書・折り紙を体験していただきまし
た。特に美人親子田仲さんの“安来節”に参加者全員が引
き付けられ大いに笑いました。さらに大阪長野クラブ島
並圭子メネットのご指導を頂き書道体験で美しいお土産
作成に喜んでいただけた納涼例会を持てたこと、そして
暑い中京都・夜の大阪・奈良観光に多くのワイズ関係の
ご奉仕を頂きお礼申し上げます。
今年、河内クラブ設立４０周年を迎えるにあたり、６カ月で畠平委員長が意見をまとめ手作りの
周年記念祝会の準備をいたしました。当日は想像を超える参加者１１１名の笑顔で祝っていただ
き最高の喜びとなりました、有難うございました。
後半はなんといっても「らくらく車いす登山」を、サンホームの皆さんに車いす参加者のケアー
を頂き、河内クラブの運営とボランティアの皆さんの協力を得てらくらく登山道を登ります。丸
尾委員長よろしくお願いいたします。
今期は４０周年に続きリーダーOBに東ＹＭＣＡで「こんなプログラムでボランティアを募集して
います」というアピールと協力をお願いいたします。機会を逃さずリーダーＯＢとの繋がりを持っ
てＥＭＣに向け努力をすることが今１番大切なことと思います。
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1２月例会報告

報告 横田憲子
ＰＭ６：３０〜８：３

日時：２０１５年１２月
０ 自由解散
場所：“どげん家”
参加者：岩坂正雄 佐古至弘 田中惟介 中野義
彦・涌子 畠平剛志 藤井敬子 丸尾欽造・初子
宮本桂子 小川和恵 箕浦史郎 望月強・治子
大藪暢子 初田眞佐子 横田憲子
ビジター 林佑幸阪和部長（奈良クラブ）
松岡虔一・寺岡博也（サウスクラブ）
計２０名
４０周年に迎えるクリスマスをバックグランドに
お囃子が流れる“どげん家“で行いました。会長の点
鐘から望月治子メネットの聖句朗読に続き松岡虔
一ワイズのクリスマスメセージを頂きました。私
たちのクリスマスプレゼントは箕浦史郎メンが３
カ月振りに研修から帰られ忙しい中顔を見せてく
ださったことでした。研修の話や箕浦ワイズ担当
の指定管理事業のことそして元ワイズの箕浦父と
母のことなどＹＭＣＡのつもり話で花が咲きまし
た。
次に寺岡博也ワイズのマジックの紐遊び・シル
クハンカチーフの出現・得意のトランプの見事な手
捌きに驚きと歓声もありました。最後にニコニコ
献金を初田メネットと大藪メネットで進めていた
だきました。２０：３０中締めを行い自由解散と
いたしましたが、最後にお店を出た方は１０時３
０分でした。いったい誰だったでしょうね？
＜松岡虔一ワイズ

（サウスクラブ）
クリスマスメッセージ＞
本日は“アドヴェント”(待降節)の１２日目です。
聖書の最終章「ヨハネ黙示録」の最後のことば[主
よ。きたりませ]に因んで、ラテン語の“Ａｄｖｅｎ
ｔ”（英語ではcome）
が、イエス・キリストの降誕を待ち望むこの季節を
表わしています。
古代ローマ帝国のキリスト教弾圧の時代、神意の
メッセージを、具体的表現を避けて、数字や動物名
をもちいて暗喩的に書かれたのが、このヨハネ黙示
録です。
私たちがワイズの活動を黙示的に表現してみましょ
う。例えば、奈良クラブの林ワイズが阪和部長とし
て推進している標語“GO,GO”は、奈良の古い“森”か
ら木の抜けた“林”の犬が５５回吠える、という黙示
だと言えましょう。
私たちもアドヴェントを経て、未来に向かって
Letʼs GO,GO!
（岩坂正雄 記）
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ニコニコ語録
テープ起こし：杉村徹
▷松岡さん 楽しいクリスマス会をありがとうご
ざいました。
▷望月さん メリークリスマス！
▷大藪さん 40周年祝会のごちそう喜んでおられ
た。
▷望月さん（メネット） 懐かしい方に来ていた
だいて、お会いして良かった。
▷初田さん 懐かしい人に会えた。ゆっくり話が
できなかったのが残念でした。
▷丸尾さん お疲れ様でした。当日の報告書をま
とめている。まとめ方が難しいと感じている。一
つだけ気付いたことは、河内ワイズメンズクラブ40
周年祝会となっている。祝会とは我々が自ら祝う
というのはちょっと違和感がある。感謝の会の方
が良かったかとも思いました。
▷岩坂さん 済州とオゼルキクラブ、エカテリンブ
ルクからメッセージが来ています。記念誌に掲載し
て欲しい。
▷田中さん 本来河内の祝会だけれども、人数が
多くてそのことが精いっぱいで、祝ってもらうので
はなくて、パーティーを楽しんでもらうように変更
してしまいました。
▷丸尾さん（メネット） 食事もよかったです。
お天気には少し恵まれなかったけれど、良かった
と思います。
▷佐古さん チャーターメンバーとして、非常に懐
かしいお写真を見せていただき、自分お店もあり、
本当に良かった。果たして45周年まで生きていら
れるか（笑）
▷今井さん 40周年おめでとうございます。この
場こそのおもてなしだったと思います。ユニークで
良い会でした。
▷望月さん クラブの若返りのために、リーダー
ＯＢをできるだけと言う思いでした。島村さんが
来て下さった。忙しいということで会には参加で
きなかったけれど、関心は持っているなと思いま
した。新しい人を入れるための元年だと思ってい
ます。
▷藤井さん 114名登録の111名参加でした。た
くさん来ていただいて感謝でいっぱいです。堂本さ
んにお礼を言いました。いつでも作らせていただ
く！（笑）と言っていただきました。
▷宮本さん 40周年祝会出席できなくて申し訳あ
りませんでした。その日は秋田で息子の結納があ
りました。無事に。すごく参加できなくて残念で
した。
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▷横田さん リーダーＯＢの反応がなかったのは、
やっぱり箕浦さんの参加が無かったからかなぁと
思いました。田中さん、体力の限界まで動いてい
ただき、ワイズ独特のアピールを挟んでくださって、
畠平さんのあいさつも、本当にありがとうござい
ました。
▷畠平さん お疲れ様でした。皆様のご協力によっ
て盛会に終えることができて良かった。名ばかり
実行委員長で、結果的には良かったと思いました。
ワイズソング100人で歌うのはすごいと思いまし
た。日頃からもっと多くの人で歌うことができれ
ばいいなと思いました。

2015−2016年度

第６回役員会報告

報告：書記・丸尾欽造
日時： 2015年12月17日(木)19：00〜21：00
場所： 大阪東ＹＭＣＡ サンホームC研修室
出席者：会長・横田憲子、副会長・宮本桂子、書
記・丸尾欽造、ＥＭＣ・田中惟介 以上4名
《審議・協議事項》
１．１月例会
例会日時：2016年1月21日 18：30〜
担当：Ａ班・ 岩坂・田中・望月・藤井
司会：田中惟介、聖書朗読：藤井敬子、食前感
謝：岩坂正雄、食事担当：望月 強、次期役員選
挙：畠平剛志、オークション：丸尾欽造、例会報
告：望月 強、ニコニコ：当日指名、テープ起こ
し：杉村 徹、
２．２月ブリテン
巻頭言：中西進泰、Ｙニュース：宮本修司、サン
ホームニュース：杉村徹、役員会報告：丸尾欽造、
原稿締切日：1月29日、発送日：2月4日
３．次期役員選考委員会による諸事項確認
立候補をされる方は会長または次期役員選考委員
会・（委員長畠平剛志）まで届け出をお願いしま
す。
委任状、投票用紙、次期役員候補者表の作成につ
いては書記・丸尾欽造が作成する。
４．２月例会（TIME OF FASTの月）例会案
担当：Ｂ班
佐古・畠平・丸尾・宮本
「よりよきワイズライフのために」と題し、ワー
ルド・カフェ形式で様々な角度から考える場とす
る。Ｂ班で最終的に検討し、1月役員会で提案予
定。
５．国際会長選挙に関する意見集約
次の三名の立候補者が紹介されている。
・Anto K.ANTONY (アント・K・アントニー)
西インド区推薦 55歳 元YMCA 総主事

大阪河内ワイズメンズクラブ

・Henry Johannes GRINDHEIM (ヘンリー・ヨ
ハネス・グランドハイム)マリタイムズ区・デンマ
ーク区推薦 67歳 2013/2014ヨーロッパエリ
ア会長
・Ipe JACOB （Ｉｐｅ ジェイコブ）南西イン
ド区推薦 63歳 元YMCA総主事（尚、投票に付
いての選考はクラブ会長に一任する。）
６．４０周年記念祝会の評価会及び諸事項確認
評価会の実施、会計報告等に関する協議は、実行
委員長欠席のため本日の協議を見送る。
７．らくらく車椅子登山実行委員会の発足に向け
て
クラブからの委員として横田憲子（会長）、丸尾
欽造（Ｙサ）、中野義彦（地域奉仕・環境）、望
月 強（会計）杉村徹（連絡主事）とする。
補充も視野に入れる。
尚、1月にサンホームと事前打ち合わせ会議を
予定したい。
８．３月「メネット例会」の準備に付いて
メネット会に方向性を打診の上、意向に沿って取
り組むものとする。
９．クリスマス例会諸確認事項
会計報告の集約が未了。処理でき次第報告する。
《報告・連絡事項》
１．西日本区大会準備状況報告
メネット関連プログラム委員会に望月治子さんが
出席されました。進捗状況の報告をいただいた上
で、今後の取り組みをする。
２. 阪和部新年合同例会出席者確認
田中惟介、丸尾欽造、宮本桂子、宮本サポータ−
望月

強、望月治子、横田憲子、佐古至弘、中西

進泰。以上

★サンホームニュース

杉村徹

みなさま、明けましておめでとうございます。
今年度2回目のＹＭＣＡサンホームの特養家族会を、
12名のご家族と共に12月20日に開催しました。
サンホームの食事を食べながら懇話のひと時を持
ちました。実は、ある家族から職員配置について
「思っているのとは違った」とご指摘をいただき
ました。お互い分かっているつもりでも、本当に
基本的なところで相違があることに愕然としまし
た。伝えることは難しいですね。これからも確実
に家族会を実施し、共感しあうことのできる会へ
と発展したいと思っています。
さて、ＹＭＣＡサンホームでは、今年も利用者
や地域の方へのプログラムを多数行います。多世代
に関わるＹＭＣＡへのご支援を、今年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。
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1月〜２月の予定
1月9日（日） 阪和部新年合同例会たかつガーデン12:00〜15：00
1月21日（木） 例会 18:30~20:30
1月28日（木） 役員会（予定） 1900~
2月４日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
2月18日（木） 例会 18:30~20:30
2月25日（木） 役員会（予定） 1900~
3月3日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜

★YMCAニュース（ウェルネス）
宮本修司
ワイズの皆様！今年もいろいろとお世話に
なりました！来年もよろしくお願いしま
す。

会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット

１２月例会出席者数（会員）
メイクアップ

にこにこ献金

２名 メネット・コメット出席数

5名 17811円

１名 功労会員・広義会員出席数

1名 今期累計 75,311円

10名 11月例会出席者総数

15名

0名 11月役員会出席者数

8名

67％

12月の出席率

23名

11月会員延べ出席者数

１月例会
１月2１日(木)18：30〜20：30

HAPPY BIRTH DAY 1月
２日 望月 強君
３日 田中惟介君
５日 望月治子さん
８日 大薮暢子さん
１４日 宮本桂子さん
２４日 青野亜希子さん
WEDDING ANNIVERSARY
なし

会場：サンホーム6F
担当：Ａ班・ 岩坂・田中・望月・藤井
司会：田中惟介
開会点鐘：横田会長
ビジター紹介：司会
会長の時間：横田会長
聖書朗読：藤井敬子
食前感謝：岩坂正雄
食事、歓談
インフォメーション
次期役員選挙：畠平剛志
オークション：丸尾欽造
ニコニコ：当日指名
閉会点鐘：宮本副会長

★西日本区強調月間

4名

１8名 ゲスト・ヴィジター出席数

★編集後記

畠平剛志

今年はブリテンご協力ありがとうございまし
た。来年もよろしくお願いします。
趣味で取り組んでいるオフロードバイクのエンデ
ューロレースは本年8レース出走し、完走は6レース
でした。ブリテンは全部完走ゴール！するように頑
張ります！

IBC・DBC★

交流はワイズの醍醐味。クラブや部を超えた出会
いを楽しみましょう。
中井信一国際・交流事業主任

第４１期
会 長:横田憲子

副会長:宮本桂子

：サンホーム

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・宮本桂子

メネット会：新本力子

例会場・役員会場

ク

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

東大阪市御厨南３−１−１８

徹

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/
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