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２０１４〜２０１５年度【主
題】
『ＦＵＴＵＲＥ ＣＯＤＥ 未来への鍵−１人ひとりの役割を見つけようー』
「共にひとつの”わ”になって！！」Letʼs groe into a circle of harm oney!!
「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other
こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
スローガン
“One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ
国 際 主 題 “Talk Less,Do More” 言葉より行動を
スローガン
“Do it Now”今すぐやろう！
クラブ主題
阪和部主題
西日本区主題

【今月の聖句】

コリント信徒への手紙Ⅱ

５章１７節

１２月２５日発行

正野 忠之 会長
三木 求 部長
松本 武彦 理事
岡野 泰和

地域会長

IP Isaac Palathinkal

（選・解説

国際会長

岩坂正雄）

「古いものは過ぎ去り、新しいものが生まれた」
ー過去は未来への栄養源です。新年を迎え、力強く新しい歩みをはじめましょうー

巻頭言

新年あけましておめでとうございます。大阪河内ワイズメンズクラブ会長 正野忠之

!

新しい年に、皆さんは何を期待されるでしょうか。つい最近、あ
る方からお聞きしたことですが、５歳の子供は５キロのスピード
で１年が過ぎていくそうです。４０歳なら４０キロのスピードで。
なるほどと思いました。だから年々、１年が早く感じていくのだ
と。気がつけば、クラブ会長として早くも折り返し点。何ができ
て何ができてないのか、振り返る間もなく過ぎていく日々ですが、
加速する1年のスピードに負けないよう、心を新たにしたいと思
います。

!

私たち大阪河内クラブは２０１５年に４０周年を迎えます。１２
月の役員会で、１１月後半を目標として祝会を行うことが決まり
ました。正式な日時や場所等はこれからですが、身の丈に合った
例会にすればいいというアドバイスもチャーターメンバーの皆さ
んからいただきました。私が高校２年生の時に産声を上げた河内クラブ。４０年という歴史には重いものが
あります。多くの先輩方が築き上げた歴史をどう４０周年例会として作り上げていくか、プレッシャーを感
じないわけにいきませんが、身の丈に合ったという言葉を大切にしながら、河内クラブらしい祝会作りを、
これから決まります実行委員長とともに進めていければと思います。

!

クラブのスピードも、１歳の時と４０歳の今では違うはずです。そのことを頭に入れながら、残り半年に全
力を注ぎます。お願いすることも多々あるかと思いますが、変わらずお力添えのほどよろしくお願いいたし
ます。

!

大阪河内ワイズメンズクラブ
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１２月例会報告
クリスマス例会報告

横田憲子

しますという案内がある。最後に岩坂ワイズより
「キリストは、神の身分でありながら、僕の身分
になり、人間と同じ者になられました。」と読ま
れ、.神が人間と同じ姿で現れ、私たちの生き方を
示されたクリスマスの意義を理解しましょうと聖
句朗読と解説があった。閉会点鐘と同時にホール
に異動した。

!
!

「東YMCAクリスマス会」編

日時：１２月１３日（土）10:15〜10:45
場所：サンホーム６階Ｃ教室
参加者：メン１１名・メネット５名・ビジター２
名・ゲスト１名 計１９名
参加者名：岩坂正雄・佐古至弘・正野忠之・杉村
徹・田中惟介・中野義彦・中野涌子・初田眞佐子・
藤井敬子・丸尾欽造・丸尾初子・望月強・望月治
子・箕浦史郎・横田憲子・大藪暢子
ゲスト：今井利子（なかのしまクラブ）
ビジター：芝野憂・芝野脩（丸尾マゴメット）
東ＹＭＣＡクリスマス会に河内クラブも参加する
ため例会日が変更となり会場の準備をＣ教室でし
てくださった。丸尾ワイズのマゴメット２名と田
中ワイズが久しぶりに時間を作って下さるクリス
マスプレゼントの参加で笑顔のスタートとなった。
会長の時間では阪和部ＥＭＣ事業主査には望月ワ
イズが承諾下さったこと。本日のクリスマスのク
ラブ予算３万円はクリスマス献金とする説明があ
る。杉村連絡主事よりクリスマス献金と１１時よ
りリーダーの降誕劇“ペープサート”の演出を一緒に
楽しんでくださいと、そしてバザーやリーダーが行
うクラフトコーナーのお手伝いをよろしくお願い

大阪河内ワイズメンズクラブ

まるおきんぞう

東YMCAに集う多くの人たちが楽しみにされてい
た「東クリスマス会」が１２月１３日にサンホー
ムで開かれました。今年は、「若い人たちによる
企画」と言うことで、企画から準備まで若い方々
の手作りでご用意くださいました。
河内クラブの１２月例会はクリスマスを楽しむこ
とができるようにこの日に併せて日程を変更して、
午前中に定例のプログラムを終え、そのあとクリ
スマス会へ参加することができました。

!

今回、河内クラブが独自にプログラムを提供する
ことはありませんでしたが、ささやかなご奉仕も
できたのではないでしょうか。
その一つは、メネット主催の「和田林杉枝さんの
遺作品販売コーナー」のブースをご用意いただき皆
さんにお買い上げいただきました。先日の小阪教
会でのバザーと併せてのお働きでした。
また、「バザーコーナー」では、ワイズもお手伝
いされていましたが、今年はYMCA保育園の手作
り小物もあったそうで、完売になったのでしょう
か。
そして、リーダー制作によるペープサートでは、動
物たちがクリスマスを迎える様子をテーマにした
劇が演じられて、幅広い世代の人たちのお顔で埋
め尽くされた会場をクリスマス色に染めてくださ
いました。特に小さい子どもさんたちの目が輝い
ていたのが印象に残っています。正野忠之会長がリー
ダーに交じってサンタさんの持ち手を務めていまし
た。
1階では「簡単に楽しいクラフトコーナー」で、ち
ぎり絵やトールペイント等などいくつかのものが
ご用意されていました。「ひびき作業所の物品販
売」。ほっと一息つげる「喫茶コーナー」でボラ
ンティアの方がご奉仕されていました。
６階では、「軽食喫茶コーナー」が開業されてい
ましたが、食品衛生管理への配慮から手作り品は
取りやめデリカ食品で準備されたとご挨拶の中に
ありました。
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チャーターメンバー４名の出席のもと同日５時より
話し合いがもたれる。
２０１５年１１月２９日（日）午後２時〜 仮の
日程が決められる。
現在のクラブメンバーのパワーからやれる範囲で計
画することも可能。
実行委員長は役員会にて決める。

!

私は、他に所用がありメネット・コメットを残し
て途中退場いたしましたので、すべてのブースを回
ることはできませんでしたが、コンパクトで従来
とは変わった趣があった今年のクリスマス会だっ
たのではないでしょうか。ただ一つ残念だったの
は、「礼拝」がなかったことでしようか。

!

１２月役員会報会報告
横田憲子
日時：１２月１８日（木）19:00〜20:30
場所：６階ホール
出席者：杉村・正野・畠平・横田
１月例会 日時：０１５年１月１５日（木）
＊次期役員選挙
畠平
＊次期を考える時間
横田
＊らくらく車椅子登山引き継ぎ
丸尾
２、２月ブリテン原稿締め切り １月２３日
審議・協議事項
１２月例会を振り返って
丸尾
例会が短時間でも例会担当者を決めて行うように。
ニコニコ献金がなかったこと。今井さんにはメイ
クアップカードを送付した。
クリスマス会での活動参加をワイズにも分かりや
すく設定してくださることに。
１月例会には役員選挙の他に次期河内クラブ考え
る時間とらくらく車いす登山の引き継ぎを横田と
丸尾ワイズより提案される。
選挙管理委員会を 畠平委員長・望月の２名とす
る。
正野
らくらく車椅子登山の打ち合わせは１月にスター
トさせる。 担当はＹサ・ユース事業と地域奉仕・
環境事業のチーム
正野
クラブ研修会は担当者が検討中。
下期半年報・中間決算は１名増で報告 中間決算
は会計担当に連絡済み
正野
河内クラブ４０周年例会
正野
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サンホームニュース
杉村徹
明けましておめでとうございます。
先日、布施駅前の「ヴェルノール布施」５階ホ
ールで、地域のイベントがありました。自治会
などが企画運営をボランティアで行っており、
地域で活動しているバンドやコーラスグループに
よるコンサートでした。正直なところ「あまり
多くの人は来ていないのでは」と、高を括って
いました。ところが。。。
観客席はほとんど埋まり、曲に合わせてリズム
を取って皆さんとっても笑顔です。バンド演奏
者や歌い手がちょっと間違えても、客席からの
優しいヤジで大爆笑となるなど、とても和んで
幸せな時間となっていました。
さて、私たちが最も大切とすることは、ボラン
ティア精神による地域課題への貢献です。地域
を活性化しようとする「本気」を感じたこのイ
ベント。私たちがどうするか、どうすべきかを
感じさせてくれます。
真摯に地域課題に向き合う東ＹＭＣＡとサンホ
ームを、今年も、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

!

★西日本通年強調目標

PR★

各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。加藤 信一 広報・情報委員長

!

★西日本区強調月間

IBC DBC★

クラブ→部→区→エリアを超えた交流！国際組
織であるワイズの醍醐味です。IBC・DBCを通じ
「出会い→交わり→新（再）発見→自己研鑚」を
体験しましょう。 川本龍資国際・交流事業主任

!

★編集後記 （畠平剛志）
年末のご多忙中にもかかわらず、ブリテン原稿、印
刷にご協力いただき、ありがとうございます。出
版業界では「年末進行」という言葉をよく聞きま
すが、まさか自分に降りかかるとは（笑）。来年
もよろしくお願いします。
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1月〜２月の予定
1月12日（月・祝）新年合同例会 12:00~15:00 和歌山JAビル2階
1月15日（木） 例会18:30~ サンホーム6階
1月22日（木） 役員会（予定）19:00~ サンホーム6階
2月5日（木）第２例会（ブリテン印刷）1400~サンホーム6階
2月19日（木） 例会（予定）
2月21日（土）阪和部評議会
2月26日（木） 役員会（予定）19:00~ サンホーム6階

会員数（連絡主事を含む）
内

和ホール(受付開始 11:30~)

１8名 ゲスト・ヴィジター出席数

3名

２名 メネット・コメット出席数

5名

広義会員・功労会員数

特別メネット

１名 今期累計 92530円

１名 功労会員・広義会員出席数

１2月例会出席者数（会員）
メイクアップ
12月の出席率

11名 11月例会出席者総数

1３名

1名 11月役員会出席者数

7名

61％

にこにこ献金

11月会員延べ出席者数

20名

１月例会 IBC DBC
１月１５日(木)18:30~20:30

!

役員選挙
次期河内ワイズを考える
らくらく車いす登山引き継ぎ

!

＊河内メンには委任状を同封しております。
ご欠席される場合には期日までに委任状の
提出をお願い致します。

!
!
!
!
!

１２月１９日のMBS「ちちんぷいぷい」にて、

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

「らくらく車いす登山」が取り上げられました！

第４０期
会 長:正野忠之

副会長:横田憲子
メネット会

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・横田憲子

直前会長:畠平剛志

会 計:宮本桂子・藤井敬子

連絡主事:杉村

徹

：サンホーム
東大阪市御厨南３−１−１８
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/

例会場・役員会場

大阪河内ワイズメンズクラブ
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