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７月例会プログラム

巻頭言「河内ワイズメンズクラブの未来に向かって」

宮本桂子 ７月２１日（木）サンホーム６Ｆ
１８：３０〜２０：３０

河内ワイズメンズクラブは昨年度
に４０周年の記念行事をさせて頂
き、この歴史あるクラブの会長を
させて頂くのは大変に光栄である
と思います。
会長主題を「継承と改革」とさせ
て頂きました。河内クラブの歴史
や伝統の良いところは継承しなが
らも、今の時代に合ったクラブの
やり方を模索し、新たな魅力のあ
るクラブに再構築していきたいと
考えております。
残念ながら、河内クラブも会員の
高齢化、会員減少に直面している
状態です。「今までやってきたから」ではなく「今までやってきたけれ
ど、これからはこれでいいのかな？」と危機感を持って取り組んでいき
たいと思います。
また、河内ワイズメンズクラブが地域の中で今よりもなお一層根付いた
ものにするべく、活動していきたいと考えています。
１年間どうぞ宜しくお願いいたします。
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★西日本区強調月間
【今月の聖句】マルコによる福音書8章36節
「人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、
何の得があろうか」ー「YMCA安全の日」40周年を迎え、改め
て命の尊厳に思いを至しましょう。40年前の東大阪YMCA野外
活動での水死事故、河内クラブ発足翌年のできごとであり、ク
ラブの総力をあげてその処理に協力したいきさつが、丸尾欽造
メンによって、ブリテン2011年8月報に〈温故知新〉①として
記述されていますー （選・解説 岩坂正雄）
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宮本新会長

HAPPY BIRTH DAY 7月
12日 初田真佐子さん
21日 新本力子さん
27日 横田憲子さん
WEDDING ANNIVERSARY
なし

Kick-oﬀ EMC-MC★

MCは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく充実した例会
運営を図り、メンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作りを
目指しましょう！ 山藤哉EMC事業主任（京都グローバル）
2015〜2016年度【主
題】
「継承と改革」Inheritance and Innovation
宮本桂子 会長
「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」
Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest!
副題「活力ある阪和部に躍進しよう」生駒義範 部長
西日本区主題 「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」
Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs spirit!
副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」 岩本 悟 理事
Doubling membership through having substantial and active service!
アジア地域主題
“Respect Yʼs Movement”
ワイズ運動を尊重しよう
Tung Ming Hsiao 地域会長
スローガン
“Solidify the Yʼs Men Family for Better World”
よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう
国際会長主題 “Our Future Begins Today” 私たちの未来は、今日から始まる
JOAN WILSON 国際会長
スローガン “Together We Can Do So Much More”
手を取り合えば、もっと多くのことができる
クラブ主題
阪和部主題

★６月例会報告★

報告：新本英二

写真：丸尾欽造

プロジェクト委員長

出席者メン：丸尾欽造、望月強、新本英二、岩坂正雄、

望月、納涼例会

田中惟介、佐古至弘、畠平剛志、杉村徹、藤井敬子、宮

ブ研修会

本桂子、横田憲子、中野義彦、伊藤圭介

初田、新年合同例会

作品展

畠平、チャリティラン

田中、クリスマス会

藤井、ジャガイモ担当

横田、河内クラ

中野、メネット例会

田中、広報・情報

中野

メネット：初田真佐子、望月治子、新本力子、佐古利子、
大藪暢子、中野涌子、伊藤玲子、丸尾初子
ゲスト・ビジター：・下村（サンホーム）
開会を前にして司会者中野義彦さんは「長年にわたって
伊藤圭介・玲子夫妻は河内ワイズメンズクラブの発展の
ために御尽力下さったが、2016年6月をもって退会なさ
る申し出があり、５月役員会において受諾した報告があ
り、大谷美佐子さんも退会されることになった旨の報告
があった。定刻に開会点鐘。
先ず伊藤圭介さんより「私はワイズメンズクラブに５０
年在籍しました。大阪YMCA土佐堀本館で活動していた
土佐堀ワイズメンズクラブ10年、次いで河内ワイズメン
ズクラブの発足にともない、河内クラブに転籍し40年経
過しました。つまり河内クラブの発足と40年の歩みと共
にワイズの足跡を形成しました。私はワイズ運動の中に

★大阪河内クラブ退会の挨拶

学びがあったと信じています。50年経過のヒストリーは

大阪土佐堀クラブに32歳で入会し、10年を過ごし、大

学びでありました。」

阪河内クラブで40年お世話になりました。50年で私な

次いで国際交流について岩坂正雄さんが次のように語り

りにワイズで学んだエッセンスは“ワイズは学ぶ心のある

ました。「大阪YMCAの基礎は、天王寺にブランチを創

人の集団です。”学ぶ心のない人にはワイズメンズクラブ

成して新たな活動分野の拡張を図ったことであった。伊

にいるのは時間とお金の浪費です。謙虚に学ぶ心のある

藤圭介さんのヒストリーと大阪YMCAのヒストリーは交

人にはワイズは知識の宝庫です。長い間友誼を頂きあり

錯する。同じ時期に共にYMCAをになわれたことを証明

がとうございました。

伊藤圭介拝

するからである。ワイズメンズ運動はIBC国際交流を重
視する。河内クラブは韓国済洲クラブと交流し相互に関

★にこにこ語録★

係を深めてきた。伊藤圭介・玲子御夫妻の良き方針はロ

▽ 畠平さん

シア・サンクトペテルブルクと相互に交流を深める努力

がカラーになりました。

があった。ブラザークラブとなって数年経過するが2015

印刷は外注していますの

年8月に新しいクラブメンバーが来日して御夫妻宅にホー

で、締め切り厳守！でお

ムステイをした。すすんでボランティア活動をすること

願いします。

が国際交流の中心にある。国内交流DBCの新発展に期待

▽ 横田さん

したい。」

会で、今までご協力あり

Yサ・ユース委員会の報告を丸尾欽造さんがレポートに

がとうございました。

記入して報告。

▽ 宮本さん 横田会長、

テープ起稿 杉村徹

ブリテン

最後の例

次期役員の発表が宮本桂子次期会長よりあった。

お疲れ様でした。少し風

副会長

邪をひいています。今日

畠平、書記

連絡主事
事業委員長

杉村

田中

直前会長

ブリテン

横田、会計

望月、藤井

横田

畠平、Yサ・ユース

も朝から37度1分。来期は皆さんにお手伝いいただきな
望月、地

がら、よろしくお願いします。

域奉仕環境 畠平、EMC 横田、国際交流 丸尾、メネッ

▽ 伊藤さん

ト会

▽ 伊藤メネットさん

初田

岩坂さんのお話には恐縮するのみです。
こんばんは。これが退会の挨拶

となりました。今日はお誕生日のお祝いをいただいて、
ありがとうございました。８０年の内４０年間をワイズ
と共に歩ませていただいて、ありがとうございました。
▽ 初田さん

伊藤さん、本当にさびしい限りです。仙

波さんが「伊藤さんがメネットの中で大輪の花だと牡丹
だ」と言ってはったのを思い出します。メネット会長の
件、名義は貸しますから小さく書いておいてください
（笑）

▽ 望月メネットさん

今期ありがとうございました。

ました。でも離しませんよ！なんやかんやと呼びます。

伊藤さん、お元気で頑張ってください。新本さん、お疲

▽ 新本メネットさん

れ様でした。

▽ 杉村さん 伊藤さん、また家に行きます！
▽ 今月の にこにこは ￥32,300−でした。

▽ 大藪さん

横田さん、新本さんお疲れ様でした。伊

ありがとうございました。

藤さん、本当に長い間お疲れ様でした。今でこそ、こん
なあつかましいことも言っていますが、ワイズメンズク

★2016/2017年度第1回(6月)役員会報告★

ラブに入れていただいたころは、まだまだ若くて気も弱

２０１６年６月２３日（木）

かったのですが、伊藤さんに声をかけていただきました。

０：３0「継承と改革」

またお目にかかれることをお待ちしています。初田さん、

出席者

どうぞよろしく（笑）。

佐古・新本

▽ 丸尾メネットさん

例会役割分担(1P参照)

横田さん、新本さんお疲れ様で

宮本・田中・横田・望月・藤井・丸尾・畠平・

した。伊藤ご夫妻さん、本当にありがとうございました。

食事手配

いろいろ教えてもらったこと、思い出がたくさんありま

音楽担当・会計兼任

す。

８月号ブリテン原稿

▽ 下村スタッフ

伊藤さん、いろいろお世話になりま

藤井敬子君

月例会にこにこテープ起稿
田憲子君、Ｙニュース

▽ 佐古メネットさん

ース

ちょっと調子悪いので…。ごめ

▽ 藤井さん

会計

望月・藤井

君

田中惟介君、７

杉村徹君、役員会報告

横

切通菜摘さん、サンホームニュ

杉村徹君、巻頭言

月29日です
伊藤さんがワイズで活躍される頃は未成

受付

７月例会報告

した。来年４月最後の日曜日、待ってます。
んなさい。

東ＹＭＣＡ・19：00〜2

望月強君、原稿最終締切は7

厳守！！

審議事項・報告・連絡事項

年でしたが…。

《審議事項》

▽ 望月さん

1、8月納涼例会 ８月１８日（木）18：30〜20：30

来期は、サポートに徹したいと思ってい

ます。みんなを支える側に回りたいと心に決めている。

ホテルセイリュウ(石切)

▽ 丸尾さん

陽と夜景を楽しもう”

６月はお礼を言う方ばかりが多い月にな

会費￥4000−“大阪平野の夕

りました。私は１９９８年に伊藤理事の下で西日本区の

2、9月例会に関して

書記をし、何事にも代えることのできない経験をして育

３、「安全の日」

てていただいたと思います。娘とヘルシンキで伊藤さん

４、九州熊本支援について

が国際大会で一緒にいたことをいつも思う。娘も今は立

継続

派に成長してやっぱりワイズメンでの影響が大きい。長

５、DBCについて

い間ありがとうございました。来期から国際と交流の事

６、予算案について

業主査を頑張りますのでよろしくお願いします。

７、阪和部EMC150推進チームの委員選出について

▽ 田中さん

田ＥＭＣ事業委員を選出

望月さんはサポートに徹すると。私は望

月さんのサポートに徹しています。藤井さんのサザンク

８、その他

ロス、今年は雑草のようにぼうぼうと。今日ようやく花

①

が咲きました。

強君に依頼する

▽ 岩坂さん

②

河内クラブ功労会員伊藤圭介の名前は不

担当

支援金の件

献品販売

ブリテン発送用宛名シール作成担当者依頼
８月発送日について

など工夫があると思います。宮本期にご検討ください。

１、新旧阪和部評議会報告

▽ 佐古さん

第４回評議会報告が

先生などと共に河内クラブの結成大会、いろいろありま

第１回評議会報告が

した。忘れないでいてください。

2、新年合同例会は

▽ 新本さん

でʻ17/1/7（土）

ぶ姿勢を忘れたらいかんと仰った。頑張ります。

《連絡事項》

▽ 中野さん

伊藤さん、長い間ありがとうございまし

例年通り￥30000−

熊本地震支援

事業の名目を替える事で承認

《報告事項》

伊藤さん、ありがとうございました。学

企画準備

前任の案件を引き継ぐ

滅です。メネットは特別メネット、広義会員お取り扱い
伊藤さん、１９７５年のローリエで奈良

Ｂ班

8/10

横

望月

14：00〜とする

６月１８日（土）南Y

横田直前会長よりなされた
宮本桂子会長より為された
河内クラブのホスト

タカツガーデンで開催

詳細は未定

１、

阪和部部会

た。ワイズでの

２、

西日本区大会

９月４日[日]

目標の一つが無

３、

国際大会

くなってさみし

４、

区費

前期

区費納入

８月１５日

い限りです。

５、

阪和部

前期

部費納入

期限８月３１日

６月２５日〜２６日

７月３１日〜８月８日

▽ 中野メネット
さびしい日にな

★サンホームニュース

りました。伊藤

来る7月10日（日）にＹＭＣＡサンホームにおいて、ク

メネットさんあ

リスマス献金を用いて「みんなで唄おう会」を開催しま

りがとうござい

す。普段サンホームにボランティアで来られている唄体

杉村徹

★西日本区大会写真（望月強撮影）

操とウクレレ演奏の方々が来られます。
ＹＭＣＡサンホームは高齢者支援施設として歩んできま
したが、これからは支援の必要な人もそうでない人も来
ていただける施設を目指しています。今、地域包括ケア
システムが国主導で進められ、「自助・互助・共助」が
謳われています。ＹＭＣＡサンホームに来られるボラン
ティアの方々と地域の方々を繋ぎ、その方々がボランテ
ィアグループに加わることによって、グループ活性化と
お一人おひとりが生きがいを見いだしていただくことを
お手伝いしたいと思います。
食生活創造室の堂本スタッフとデイサービスの石川スタ
ッフが、頑張って企画しています。ぜひご参加をお待ち
しています。

★YMCAニュース
切通菜摘
いつもお支えありがと
うございます。梅雨に
入り、雨の降る日が多
くなってきました。ウ
ェルネスではたくさん
のこどもたちとの夏の
キャンプを控え準備が進んでいます。
6月17日〜19日にはYMCA阿南国際海洋センターで
実技トレーニングがありました。3日間のキャンプ、
海洋プログラムを通して、子どもたちと関わる上で大
切にすることの確認、安全の確認が行われました。ま

★編集後記

た、そのことがリーダーの心の成長にも繋がったこと

(畠平剛志)

西日本区大会、お疲れ様でした！宮本会長、１年間よ

と思います。

ろしくお願いします！

毎月1回行われるリーダー会では、杉村施設長から子
どもと関わるときに何を大切にするかを改めて考える
きっかけとなるお話しをいただきました。また、10

メネット通信

月に行われる八戸ノ里フェスタ(地域のお祭り)に向け

メネットの皆様毎日お忙しいことと思いますが、7

てもリーダーたちとねらいを決めて準備を進めていま

月例会の前に、午後5時頃から、集いたいと思います。

す。７月１８日には安全の日を迎えます。リーダー、

よろしくお願いします。

子どもたちといのちの大切さを改めて確認し、プログ
ラムの中で安全をともに作り出したいと思います。
まだまだ、梅雨が続き

７月~8月の予定
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~
8月10日（水）第２例会（ブリテン作業）1400〜
★日程変更！ご注意ください★
8月18日（木）納涼例会
★詳細次号にて掲載します★
8月25日 役員会1900~

ますが、ジメッとした
暑さに負けることな
く、夏に向けていい準
備をしていきたいと思
います。
今後もよろしくお願い
いたします。

第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

：サンホーム

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

例会場・役員会場

ク

直前会長:横田憲子

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/

