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題】

『選択と集中』 Selection and Concentration
畠平剛志 会長
「新しい友をつくろう！そして今ある友を大切に！」
鈴木璋三 部長
Make New Friends, But Keep the Old One is Silver and the Others Gold
西日本区主題
2022 年に向けて｢心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
大野 勉 理事
“Healthy mind ＆healthy body make healthy club”
アジア地域主題 「ワイズ運動を尊重しよう」“Respect Y’s Movement”
Tung Ming Hsiao 地域会長
スローガン
「よりよい世界の為に、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」
“Solidify the Y’s Men Family for Better World”
国際主題 「ともに、光の中を歩こう」“Let us walk in the Light-together” Henry J. Grindheim
スローガン 「国境なき友情」“Friendship across the borders”

クラブ主題
阪和部主題

[今月の聖句] ローマの信徒への手紙１２章１５節
（選・解説 岩坂正雄）
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」
――この聖句が“共に生きる”精神であり、
イエス・キリストの降誕を祝うクリスマスのメッセージです。

巻頭言

総合事業でまちが変わる！

中西進泰
2017 年までに全国で 1700
１２月例会プログラム
余りある自治体で「介護予防
ＥＭＣ－Ｅ
日常生活支援総合事業（以下 12 月 14 日（木）18：30～21：00
「総合事業」）が義務付けられ
田中惟介君
ており、東大阪市でも今年の 4 司 会
開会点鐘
畠平会長
月から総合事業がはじまりま
一
同
した。私は総合事業が、まち ワイズソング
を変える大切な事業だと言い 聖句朗読
佐古至弘君
続けていますが、そんな事業 ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
が始まったことも知らないし、 会長の時間
畠平会長
一体まちのどこが変わったの
岩坂正雄君
？という人がほとんどだと思 食前感謝
ビンゴ
望月強君
います。
畠平会長
国では高齢化の急速な進展 結婚・誕生祝い
とともに費用が大きくなっている介護保険制度を持続可能なものにする オークション
丸尾欽造君
ために、市町村が地域の実情に応じてきめ細かに実施できるよう要支援の ニコニコ献金
メネット
人へのサービスを国から市町村に移し、要支援の人のほかサービスの対象 ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
を広げ介護予防やちょっとした日常の生活支援で元気な人が要支援にな
田中副会長
らないようにして健康寿命を延ばし、介護保険サービスの費用の増加を押 閉会点鐘
場所（ホテルセイリュウ）石切
さえようとしています。そしてこれまでは支えられる側と考えられていた
高齢者も、元気な人は支える側にも回ってお互いを支えあう地域づくりを
しようとしています。
総合事業ではどんなサービスが考えられているでしょうか。これまでの要支援の人に対して行われてい
たサービスのほか、自宅に訪問してもらって掃除や洗濯などを一緒にしてもらうような生活援助サービス
であったり、ごみ出しなどの生活支援サービス、集いの場に行って生活機能向上のための簡単な運動やレ
クリエーションを受けることができるサービスなどです。こんなちょっとしたサービスが受けることがで
きたら高齢者も自立した生活が送りやすくなりますね。
（次ページに続く）
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（巻頭言続き）
これまで介護保険のサービスを受けようと思う
と要介護要支援の認定を受ける必要があり、時間
もかかるし簡単に認定を受けることができません
でした。総合事業では地域包括支援センターの簡
単な基本チェックリストで、その日のうちに総合
事業のサービスを受けることができるかどうか決
めてもらえます。とても簡単ですね。
しかし総合事業が始まってまだわずかしか経過
していなくて、サービスを担う事業者やボランテ
ィアの登録もわずかであり、地域包括支援センタ
ーで基本チェックリスト受けサービスの対象者と
して認定を受けた人もごくわずかで、対象となる
高齢者のわずか 0.1％にすぎません。
河内ワイズが
あるサンホームさんにも地域包括支援センターが
ありますが、基本チェックリストを受けた人はま
だゼロです（9 月末現在）
。
これが広く知れ渡り、担い手となる事業者やボ
ランティアの登録が増えてきて、総合事業の対象
になる人も増え、またすべての高齢者が対象にな
る一般介護予防事業が広まってくると、まちのい
たる所で高齢者が元気に集い活動することが普通
になってきて、まちは大きく変わっていくことだ
と思います。あと 5 年もしたら、総合事業はまち
にとってなくてはならないものになっていること
でしょう。

河内の秋は「芸術フェスタ」で大賑わい
報告：丸尾欽造
▼「第２回ワイズ障がい者作品展」が１１月３１日～
１１月２日、東大阪市役所で展示・開催されましたが、
１１月例会は、その作品を制作された方々をお迎えし、
共にその作品を画像で鑑賞する例会として準備され
ました。
▼出展されたすべての方がご出席されることは叶い
ませんでしたが、ヘルパーさんやファミリーの方々と

共にご出席を頂き、会場の半数を占めてくださいまし
た。会場は、フレッシュなお顔が並ぶ臨場感、何かが
湧き出てくるような活力さえも感じる躍動感、何んと
いっても会場いっぱいに輪となって繋がるテーブル
が満席になっている光景はかつての大阪河内全盛期
を彷彿させる充実感さえ漂っていたと感じました。

１１月例会報告
日時：２０１７年１１月１６日（木）
１８時３０分～２０時３０分
出席記録 宮本桂子
場所：サンホーム多目的ホール
参加者：メン：畠平・望月・丸尾・橫田・藤井・
田中・宮本・杉村・岩坂・佐古
メネット：中野・初田・望月・丸尾・大藪
マゴメット：仲川ひまり
ゲスト： 今井利子（なかのしま）
リーダー：てまリーダー がちゃリーダー
＊ビジター
石切パンゲア：
（障がい者）畠平虎太郎・勝村知子
虹の会：
（障がい者）道畠彩・平山洋太郎
（介護者）
道畠美佳
平山良子 ・三村明美
ティンカーベル:（障がい者）大西章・田村仁美
辻川準弥・四宮衛
（介護者）寺本佳史・宮本曜子
斉藤勇治・中山敬子
以上 34 名

▼５０数点の作品すべてをデータ化し、プロジェクタ
ーで順次ご紹介し、都度、作品を制作された方からコ
メントをいただきました。
絵画、織物、工作品、書、など様々な作品がありま
したが、お話したり唄ったりするロボット「ロビー君」
本人が「出席」してくれました。ユニークな作品ばか
りでした。特に絵画が多くありましたが、いずれも作
者の感性に満ち溢れた表現力には独特のセンスを感
じました。
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▼大藪芳教君が１１月１日ご逝去されました。例会冒
頭に黙祷をささげ、今日までのご交誼とご奉仕に感謝
し、ご冥福をお祈りいたしました。献身的なお支えと
看病をされて来られました大藪暢子さんから丁重な
ご挨拶をいただきまた。
以上

ニコニコ語録
佐古メン：家内がサンホームにお世話になってい
ます。とても元気にしています。結婚５９年目に
なりました。
岩坂メン：私も、佐古さんと同じ年かな。今月は
大薮さんのご主人ことがあり、心が痛みます。お
嬢さんもいらっしゃって。私ももう少し頑張りま
す。１１月１４日はＹＭＣＡ創立者のジョージウ
イリアムズの命日でした。１１月は昇天された人
のことを思って過ごしています。
ティンカーベル田村さん：ありがとございました。
ティンカーベル宮本さん：ありがとございました。
ティンカーベル大西さん：ありがとございました。
ティンカーベル寺本さん：今日は楽しい時間をあ
りがとうございました。
にじの会平山さん：ありがとうございました。息
子は言葉は全くないんですけど、今日の会は楽し
ませてもらいました。
にじの会三村さん：ありがとうございました。日
常バタバタしていて、今日は穏やかな気持ちにな
れました。
にじの会 みちはたあやさん：ありがとうござい
ました。

▼先月の「チャチャチャ・バンド」に続き、今月の「作
品鑑賞」と、障がい者の方々と交流の場をもつことが
できたのは偶然でもなく、一つの流れとして今後を示
唆する例会になったのではないでしょうか。
▼リーダーが作品展の準備をサポートくださいまし
た。そして今月の例会にもご出席くださいました。
ありがとうございます。

「てま」リーダー会長は、「チャリティーランへの
ご支援ありがとうございました。当日はプログラムと
重なり参加するリーダーは少なかったのですが仮装
に身を固め走らせていただき、応援の皆様にもお声を
かけていただきました。お支えをいただきありがとう

にじの会 みちはたみかさん：お招きいただきあ
りがとうございました。作業所で絵画の教室をし
ていましたので、その成果を発表できる場となり、
ありがとうございました。
石切パンゲア かつむらともこさん：今回絵を見
ていただける機会となり、ありがとうございまし
た。
宮本メン：今回もランチョンマットを作りました。

ございました」と、ご挨拶をいただきました。また、
「ガチャ」リーダーは、「子ども広場のお泊りプログ
ラムが来週の土・日にようやく実現できることになり
ました。入居者の方々との交流もいたします。ワイズ
のみなさんもその様子を是非とも見に来て下さい」と、
ご報告がありました。
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残念ながらゲームは無くて同じ図柄となっていま
す。お地蔵さんの絵です。障がい者作品展、盛況
に開かせていただきありがとうございました。
田中メン：体調を悪くして、このひと月で 3.5 ㎏
痩せました。ま、あのー、労わってください（笑）
ティンカーベル中谷さんと しのみやさん：
次回もたくさんの「いいね」をお願いします。
ティンカーベル さいとう さん：いつもは宮本
さんのヘルパーですが、今日は彼のヘルパーでき
たので、少しリラックスできました（笑）
今井さん：毎月来させてもらっています。作品展
ですが、色がとっても明るかったのが印象的でし
た。来年もきっといい作品が出てくるのを楽しみ
にしています。
がちゃリーダー：リーダー会長って言われること
がありますが、実は私ではなくて、隣にいる、て
まリーダーがリーダー会長でして、ようやく言え
ました（笑）
てまリーダー：たくさんの作品を見させていただ
いて、楽しかったです。リーダー会と子ども広場
をよろしくお願いします。
丸尾メネット：今日は楽しくいろいろな作品を見
せていただいて、大変嬉しかったです。
大薮メネット：作品展ありがとうございました。
望月メネット：今日は楽しい会で、皆さんの顔を
拝見して、とても楽しかったです。
望月メン：たくさんの人が来てくださって、嬉し
かったです。これからもぜひ来てください。
藤井メン：今回は２回目の作品展。私は絵心がな
いので、また教えて下さいね。
丸尾メン：ご覧いただいた写真は私が撮影いたし
ました。本当は作品を大きく映したかったのです
が、作品数が多くて小さくなってしまいました。
河内ワイズができて４２年。多くの人に集ってい
ただきたいと思います。
畠平メン：本当に人数に多いと例会も楽しいし、

絵からロボットまで幅広い作品をありがとうござ
います。宮本さんがどうしても３回目をやりたい
と言っています。ぜひよろしくお願いします。
初田メネット：今日は顔なじみのメンバーがたく
さんいらっしゃって嬉しいです。
中野メネット：今日はこんなに作品を見せていた
だいてありがとうございました。

１１月役員会報告
記：宮本桂子
日時：１１月１８日 １９：００～１９：４０
出席者：畠平・宮本
《報告事項》
１、 作品展決算
決算は１４，１８９円で承認された。
《議題》
１， １２月クリスマス例会に関して （田中委員
長、担当全員）
最低の人数が２０名なので、声掛けをして下
さい。
場所・・ホテルセイリュウ
時間・・１８時３０分～２１時
受付・会計・・・・望月強君、藤井敬子君
司会・・・・・・・田中惟介君
聖句朗読・・・・・佐古至弘君
食前感謝・・・・・岩坂正雄君
ビンゴ・・・・・・望月強君
オークション・・・丸尾欽造君
ニコニコ献金・・・当日メネットさん指名
次号プリテン担当
巻頭言・・・・・・畠平剛志君
例会報告・・・・・畠平剛志君
ニコニコ記載・・・杉村徹君
役員会報告・・・・宮本桂子君
サンホームニュース・・・杉村徹君

-4-

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１７年 １２月報
ＹＭＣＡニュース・・・切通菜摘さん
子どもひろばお泊まり会報告・・・杉村徹君
締め切り１２月１５日
２， 役員選出方法について
２月例会で役員選出することとする。
３， 役員会、ブリテン印刷の日程を再確認する
１１月３０日（木）ブリテン印刷
１２月７日（木）役員会
１２月２１日（木）ブリテン印刷
１月１８日（木）役員会
１月２５日（木）ブリテン印刷

サンホームには東大阪市の委託を受けて運営して
いる「地域包括支援センター」という部署があり
ます。様々の業務の中に、地域の認知症の方とそ
のご家族の支援、地域の理解推進があります。サ
ンホームの喫茶コーナーを使って温かい雰囲気の
中で、当事者と民生委員等や地域事業者が集い、
認知症についての相談や共有をする場となってい
ます。事前予約が必要ですので、もしご関心をお
持ちの方がいらっしゃいましたら、杉村までご連
絡ください。

第２回ワイズ障がい者作品展
報告者

宮本桂子

第２回ワイズ障がい者作品展を１０月３１日～１
１月２日まで東大阪市役所１階多目的ホールにて
開催しました。
ホールの開閉作業を、のべ６名の東大阪 YMCA の
リーダーさんにご協力頂き、やや高齢者の多い河
内クラブとしては大変助かりました。
作品展には５０名の障がい者さんから、織物、絵
画、工作、習字等、色々なジャンルの作品を出展
して頂き、会場は大いに賑わいました。中には、
言葉に反応して動くロボットの出展もあり、皆が
興味深く見させて頂く場面もありました。

ＹＭＣＡリーダーＮＥＷＳ
切通なつみ
11 月 25 日、26 日と 1 泊 2 日で「こども広場」の
お泊まり会が開催されます。
こどもたちから、
「ここでお泊まり会をすることが
夢やねん！」と想いが出てきたので、それを実現
させようと、サンホームスタッフと協働で実施に
向けて準備を行いました。リーダーたちは、こど
もたちとどんな 2 日間を過ごし、何を感じてもら
いたいかミーティングを行い、当日のスケジュー
ルをこどもたちと決めて実行することになりまし
た。お泊まり会の詳細はまた次月で詳しく記載さ
せていただけたらと思います。

第１回と同じく、作者名の名札に欄をもうけ、見
に来られた方々が「良いな」と感じた作品にはシ
ールを貼って頂きました。シールは欄一杯になり、
作者の皆さんから「こんなに貼ってくれたんやー
ー」って喜んで頂いたそうで、次への励みにして
頂けたようです。
会場が市役所という事もあってか、２日と半日で
１００名近くの方々に見に来て頂き、第 1 回に続
き大盛況のうちに幕を閉じる事が出来ました。

ＹＭＣＡサンホームＮＥＷＳ
記

杉村 徹
12 月11
13 日(月)19 時 15 分～

「オレンジカフェ大盛況！」
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HAPPY

BIRTH

２５日

橫田

WEDDING

允宏

日 程
大阪河内クラブ
12 月 7 日（木）河内役員会（19:00～)
12 月 14 日（木）河内クリスマス例会
12 月 21 日（木）ブリテン発送（14:00～）
2018 年
1 月 13 日（土）新年合同例会（12:00～）
12 時より （シティプラザ大阪）
1 月 18 日（木）河内役員会(19:00～)
1 月 25 日（木）ブリテン発送（14:00）

12 月

DAY
君

ANNIVERSARY

６日 宮本桂子・善之 夫妻

河内メネット会
西日本区メネット会に 15,000 円送金致
しました。
西日本区メネット会では子どもをサポー
トしている地域団体を支援する。主に、子
どもの居場所づくり使われます。

編集後記
ＹＭＣＡのファミリースキーキャンプに
参加した時の事を思いだしています。今か
ら３０年以上前になりますか、大藪さん家
族と始めてお目にかかりました。子供達は
スキー教室で楽しく元気に参加、時間を持
て余している父兄もゲレンデに出てスキー
の手ほどきを受けました。夕食後は親子で
模擬店を開き交流を深めたことを思いだし
ています。その時に大藪さんにワイズにお
誘いして入会して頂きました。芳教メンは
ボーリング場・自動車教習所等を経営され
事業が大きく成長している課程で、お忙し
いくワイズ活動は出来ない状態でした。そ
の間は暢子メネットが例会出席されまし
た。断りになられていたとは言え、お見舞
いに行きお話し出来なかったことが残念で
なりません。ご冥福をお祈り、哀悼の意を
捧げます。
望月 強

１２月１４日（木）
午後６時３０から９時迄

大阪平野の夜景を X’s ツリーに見立て
優雅な ひと時を 過ごしましょう・・・

会費

6,000 円

オークション献品を願います

ＥＭＣ－Ｅ

ＹＥＳ

西日本区強調月間

12 月

Ｅは新クラブを設立すること。ＹＥＳは新クラブ設立支援に使われます。
そして、ＥＭＣやクラブ活性化に繋げよう！

三科 仁昭 ＥＭＣ事業主任 （京都東陵クラブ）
会員数（連絡主事を含む）

12

名

ゲスト・ヴィジター出席数

18

名

広義会員・功労会員数

2

名

メネット・コメット出席数

6

名

特別メネット

3

名

功労会員・広義会員出席数

2

名

11 月例会出席者数（会員）

8

名

11 月例会出席者総数

34

名

メイクアップ

2

名

11 月 役員会出席者数

3

名

11 月の出席率

83.33%

11 月例会充足率

283.33%

にこにこ献金

前月迄

25,500 円
11 月献金

13，500 円
今期累計

39，000 円

第 43 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:畠平 剛志 副会長: 田中惟介 書 記:横田憲子・ 会 計:望月 強・藤井敬子
メネット会長：望月治子 直前会長:宮本桂子 連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場

：サンホーム

TEL 06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

東大阪市御厨南３－１－１８

大阪河内クラブホームページアドレス

－６－

