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６月例会

４０年経った河内クラブの１年

横田憲子

評価・計画

６月1６日（木）18：30〜20：30

今期、中西進泰さんの嬉しい入会式とロシアの

担当C班：

エカテリンクラブより４名のゲスト迎え、美人

田（食事担当）・新本

親子の田仲さんの安来節で大いに盛り上がった

会場：サンホーム6F

納涼例会で始まった。

司

１１月には河内クラブ４０周年記念祝会で１１

開会点鐘：横田憲子

０名を超える大わらわの対応も有り参加者の皆

ワイズソング：一同

さんと一緒に迎えることができた。クリスマス

ヴィジター紹介：司会

中野・大谷・中西・横

会：中野義彦

は居酒屋でサウスクラブ松岡先生より「黙示録」

会長の時間

の奨励と寺岡メンのマジックでサンタさんビッ

聖句朗読：大藪暢子

クリの静かな夜とは反対の飲んで食べて喋った時間を過ごした。

食前感謝：新本英二
４月には丸尾欽造実行委員長の元、ＹＭＣＡ・河内クラブ共催の“らくらく車いす インフォメーション
登山”をいろいろな団体と親子そして若者の支援を受け１２０名の生駒山らくらく プログラム①各事業委員長活動報
登山道を青空の元自然の遊びとオカリナの音色で楽しく過ごした。その記録とし

告（Yサ・ユース：丸尾欽造、地域

て望月強さん撮影の拡大した写真３０枚余りを１階ロビーに展示する今までのロ

奉仕・環境：中野義彦、EMC ：畠

ビー展の進化の試みがあった。

平剛志、国際・交流：岩坂正雄、
３月には“２８年熊本地震”で大きな被害を受けられた九州部の岩本悟（熊本にし） メネット：新本力子）②西日本区
次期理事が責務を全うされることに心を打たれます。クラブでも４月より元気で 大会サポートの説明 （横田憲
明るい熊本各クラブの皆さんの御顔を思い浮かべ愛のこもった支援物品持ちより

子）③次期における次々期阪和部

販売献金を始めた。

部長の選出経過及び今後の体制構

今期西日本区大会では、遠藤通寛理事最後の役割で阪和部が１つになって、河内

築への取り組み（横田憲子）

クラブメネットさん７名を含め１７名参

結婚誕生祝い

加で会場係の道案内やクロークそして会
場のお手伝いをすることとなっているこ
とに心して、皆様のご協力よろしくお願
い申し上げる次第です。

HAPPY BIRTH DAY ６月

ニコニコ：メネット当日指名

２日 佐古 利子さん
7 日 伊藤 玲子さん
WEDDING ANNIVERSARY
なし

【今月の聖句】コリントの信徒への第一の手紙9章26-27節
「わたしとしては、やみくもに走ったりしないし、空を打つ
ような拳闘もしません」ークラブ４０周年の年度を振り返り、
ワイズ運動の原点を見失わなかったのか、反省評価をして次
年度へ備えましょうー
（選・解説 岩坂正雄）

YMCAの歌：一同
閉会点鐘：宮本桂子

★西日本区強調月間

2015〜2016年度【主
クラブ主題

会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

１8名

ゲスト・ヴィジター出席数

5名

にこにこ

２名

メネット・コメット出席数

5名

今月献金

５月例会出席者数（会員）

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

13,694

10名

4月例会出席者総数

37

今期累計

メイクアップ

0名

4月役員会出席者数

8

164,813

3月の出席率

63％

21

（円）

題】

「義務感と奉仕の心を持って」

阪和部主題

横田

憲子

林

祐幸

〜生きる
アジア地域主題
スローガン
国

際

主

部長

「あなたならできる！きっとできる」
しなやかに

さわやかにー

“Through Love,Serve”

遠藤

道寛 理事

愛をもって奉仕をしよう

Edward K.W Ong

4月会員延べ出席者数

会長

「共に歩もう。前へ！！」Letʼs go together.Go Go!!

西日本区主題
特別メネット

評価・計画★

目標に向かって突き進めましたでしょうか。出来なかったこ
とは次年度に頑張りましょう。出来たことは褒めましょう。
遠藤通寛理事（大阪泉北クラブ）

“Count Your Blessing”
題

“Mission with Faith”

地域会長

恵みを数えよう

信念のあるミッション

Sichuan Boonmapajorn 国際会長

大阪河内ワイズメンズクラブ

スローガン

“Let it Begin with Me”まず自分から始めよう
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★５月例会報告★

報告者：宮本桂子

で、車はどんどん壊れ

出席者メン：丸尾欽造、望月強、新本英二、岩坂正雄、

ていく。夜になったら

田中惟介、佐古至弘、畠平剛志、杉村徹、藤井敬子、宮

どの車も修理ばかりで

本桂子、横田憲子

大変だったが、サポー

メネット：初田真佐子、望月治子、新本力子、佐古利子、

トは素晴らしいものだっ

大藪暢子

たとの事。氏はこのレー

ゲスト・ビジター：・岩崎靖璋、今井利子、松岡虔一、

スで銀メダルを取られ

石川慶子、上村五月

た。ちなみに参加するにはトータルで１５００万円ほど

丸尾メンの司会で定刻に始まり、横田会長による開会

必要だと説明された。

点鐘、ワイズソング、ビジター紹介と続いた。

結婚誕生祝いは出席なしのためなし、ニコニコ、ＹＭＣ

会長の時間では、佐古メンが多年青少年の健全育成に尽

Ａの歌と続き、宮本副会長の閉会点鐘で５月例会は終了

力された功績に対して大阪府より表彰された事の報告が

した。

あった。会場前に奈良
傳さんのお写真と表彰

★にこにこ語録★

状が飾られ立派なもの

▷佐古さん

だった。

に、皆さんと頑張っていきたいと思います。

佐古メンは「YMCAと

▷田中さん

ともにYを忘れずに」と

した。能のチケットがありますのでご希望の方はどう

挨拶され、東YMCAに

ぞ。

対して「YMCA看板」

た。岩崎さん、世界が広がりました。

「YMCAサンホーム看

▷新本さん

板」「YMCAユースリー

きなビルを建てて、鹿児島の娘さんを住まわせて、と

ダー会へ寄付金」を寄贈

いう頃に行かせてもらった。そんなことを思い出しま

された。

した。

聖句朗読、食前感謝と

▷今井さん

続き、インフォメーショ

岩崎さんとは初めてお目にかかりました。

ンでは、サンホーム

▷松岡さん

デ

テープ起稿 杉村徹

河内ワイズの設立当時の趣旨を忘れず
グレートレースという映画を思い出しま

▷岩坂さん

佐古さん、おめでとうございまし

岩崎さん、ようおこしやす。あなたが大

長野クラブのほうが後で生まれたので、
昔は、河内ワイズにも富裕層がおられた

イサービスの石川さん

とよくわかりました。（笑）

がデイサービスのテレ

▷丸尾さん

ビが突然壊れて困ってい

ていただけたら、エカテリインブルグにきれいな女性

たところ、河内ワイズ

のお知り合いがいますよ（笑）

メンズクラブ４０週年の

▷畠平さん

寄付金で新しいものを

ました。少しの顔見知りでも人を助ける繋がりになる

買ってもらえたとお礼を

岩崎さん、次に行かれるときに声をかけ

連休に熊本に行ってボランティアにいき

と実感しました。

述べられた。続いて、なかのしまワイズの今井利子メン

▷横田さん

年代物の車と、そしてワイズの皆さんが年

から２０周年の会の案内があった。ゲストスピーカーと

数を重ねてＹＭＣＡにかかわっているということを改め

して岩崎靖璋氏が紹介され、「北京からパリ間 クラシッ

て思い、感動いたしました。岩崎さんから1万円を加え

クカーラリー」と題して講話頂いた。

て震災支援にご寄付いただきました。

レースの様子を記録した貴重なビデオを鑑賞させて頂き
ながら、話を聞かせて頂いた。
このレースは、クラシックカーで北京からパリまでの
12000ｋｍを走るというもの。氏は、日本初で出場し
た。氏の車は４０年前のものだったが、ほとんどが７０
〜８０年くらい前のもので、中にはタイヤのホイールが
木で出来ているものや、１０３年前の車もあった。その
ようなクラシックカー
が全速力で悪路を走
る姿には、ただただ
驚かされた。レース
は１日に約４００ｋ
ｍを３２日間走ると
いう過酷なものなの

大阪河内ワイズメンズクラブ
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▷岩崎さん

ありがとうございます。こんな道楽者の

話、快く聞いていただいてありがとうございました。
▷宮本さん

佐古さん、おめでとうございました。珍

しいお話、古い車がすごいスピードで驚きました。
▷望月メネットさん

ありがとうございました。

▷新本メネットさん

ありがとうございました。

▷望月さん

佐古さんのお祝いをしたいと思います。岩

崎さんは、話がうけるかと心配されていましたが、わく
わく感のある話をありがとうございました。
▷藤井さん

佐古さんは私が生まれる前から奉仕活動さ

れている。これからも長く奉仕活動されるようにと願っ
ています。
▷丸尾メネットさん
▷初田さん

ありがとうございました。
んにお会いして人って
ホントに繋がってい
るんだなと思いまし
た。佐古さんの知事
表彰を聞いて、家に
もある主人ももらっ
ているんだと思いま
した。
今月の にこにこは
￥13,694−でした。

大阪東ＹＭＣＡ

サンホーム

オータニ大阪１階ロビー

集合場所：ホテルニュー
（当日第4回阪和部評議会が

２．退会の届け出報告
大谷美佐子ワイズ、伊藤圭介ワイズから退会届の提出あ
り、今期6月30日をもって退会される。
尚、本役員会冒頭、伊藤圭介ワイズから、クラブを退会
されるにあたり、退会理由と感謝のご挨拶が述べられ
た。
３．大阪東ＹＭＣＡ熊本地震被災地支援街頭募金報告
5月14日（16：30〜17：30）近鉄布施駅前で行われた
街頭募金において、￥43,975の募金が寄せられた。32
名参加。（報告：杉村徹） 以上

★サンホームニュース６月

杉村徹

ードが速く激しい今日においては、大切にするものを定
めつつ、自らの変容と先駆的な思考、冷静で熱意のある
働きが、社会にとって必要とされる大阪ＹＭＣＡである

以上7名

ために必要なのでしょう。サンホームは高齢者支援施設

《審議・協議事項》

としてだけでなく、子どもも大人も、障害の有無や性別

１P参照

２．７月号ブリテン担当
告：新本英二

する。集合時間：11：00

ってきました。少子高齢化が進み、また社会変化のスピ

6F

強、会計・藤井敬子、連絡主事・杉村徹、ＥＭ

１．６月例会

6月18日（土）会場アクセス案内地点の現地下見を実施

て、地域や社会課題を発見しそれに応じた取り組みを行

出席者：会長・横田憲子、書記・丸尾欽造、会計・望月
Ｃ・田中惟介、伊藤圭介

担当部署の現地確認

学予備校、青少年の育成のためのプログラム等を通し

報告：書記・丸尾欽造
場所：

１．西日本区大会

大阪ＹＭＣＡは長い歴史の中で、夜学校や語学教室、進

★2015/2016年度第12回(5月)役員会報告★
2016年5月26日(木)19：30〜20：40

《報告事項》

あり、時間厳守で集合下さい）

岩崎さんにお会いし、一週間前には箕浦さ

日時：

￥247,528は予算から補充。（会計監査未了）

巻頭言：宮本桂子

ＹＭＣＡニュース：切通菜摘

例会報
サンホー

ムニュース：杉村徹、役員会報告：横田憲子、原稿締
切：6月24日、発送日：7月7日

も関係なく、人が集う場所、地域に必要とされる施設へ
生まれ変わりたいと願い、動き始めます。皆様のご支援
ご協力をお願いいたします。

★YMCAニュース

３．次期における次々期阪和部長選出

切通菜摘

立候補者及び被推薦者がなかった。横田憲子会長が意を

5月のリーダー会には丸尾さんにご出席いただき、礼拝

決し立候補を表明し、役員会で協議した結果、承認され

の中でワイズメンズクラブ紹介を含め熱いお話を頂きま

た。今後の体制作りについて協力要請があり、また

した。この場をお借りして改めて御礼申し上げます。

2017年1月の「新年合同例会」の実施日について1月7

5月は1年間の活動に向けてリーダーの各種目の実技トレ

日（土）を第一希望、1月14日（土）を予備日とする

ーニングや、座学など学びのときを持ちました。リーダ

旨、方針を確認した。

ーたちも学びを日々の活動に活かしていくことと思いま

４．ブリテン６月号より印刷方法変更のため５０００円

す。

の支出の承認について

東大阪地域での野外活動

一部を外部発注するためとのこ

とで承認された。尚、試作段階であり、期限については

体験クラブを年に4回行

未定。

い、1回目は5月14日に

５．その他①会計より「４０周年記念祝会式典」「記念

行われました。13名の幼

事業」「記念誌」に関する収支報告があり承認された。

児、小学１・２年生が集

収入合計

まり活動を行いました。

￥665,000、支出合計

￥912,528

大阪河内ワイズメンズクラブ
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少年育成に顕著な働
きをされていること
を称えて贈られるも
ので、佐古さんは、
表彰者を代表して壇
上に上がり、直接、
松井一郎大阪府知事
より表彰状を受け取
9月に第2回目が行われます。より多くの子どもたちと活

られました。

動ができることを楽しみに、リーダーとともに準備を進

また、大阪ＹＭＣ

めていっています。

Ａリーダー会もこの

日ざしも強くなり暑さが増す毎日ですが、子どもたち、

賞を受賞し、これを記念して、佐古さんから今後のユー

リーダーとともに元気に活動していきたいと思います！

スボランティアリーダー育成のために、大阪ＹＭＣＡに
対し金一封を寄付されました。
佐古至弘さんの、今後ますますのご健勝とご多幸をお
祈りいたします。（報告：杉村徹）

★サンホームにらくらく登山写真を掲示
５月１２日ブリテン印刷後、らくらく車いす登山の写
真を掲示しました。

★編集後記

(畠平剛志)

今月からネット印刷を使ってのカラー印刷を導入して
みました。締め切りの厳守や、発行日の変更など、
色々とお願いを聞いて頂き、ありがとうございまし
た。文字原稿に写真を添えていただくようにしていた
だいたおかげで、写真をいつもより沢山載せる誌面構
成が出来たと思っていますが、いかがでしょうか？
６月〜７月の予定
6月9日（木） 第２例会（ブリテン作業）1400〜
★日程変更、ご注意ください★
6月16日（木） 例会 18:30~20:30
6月18日(土)西日本区大会下見11時ニューオオタニホテル１階
ロビーに集合
6月23日（木）役員会 1900~
6月25日（土）〜26(日)西日本区大会
7月7日（木） 第２例会（ブリテン作業）1400〜
7月21日（木） 例会 18:30~20:30
7月28日（木）役員会1900~

★佐古至弘さんが、大阪府知事表彰を受賞
さる5月6日（金）、大阪国際会議場（グランキューブ大
阪）において、「憲法記念日大阪府知事表彰受賞式」が
行われました。大阪河内ワイズメンズクラブから佐古至
弘さんが、大阪府知事表彰を受賞されました。これは青

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/

大阪河内ワイズメンズクラブ
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