
巻頭言　　「播州綾部梅林に登って」 　　　　　　新本力子 
!
　　河内ワイズメンズクラブは、今年で創立４０周年
になります。メネットにも色々学びの場を与えてい
ただき感謝です。これからも小さな力を出し合って、
協力していきましょう。 !
ちらほらの白梅訪ね杖の人 !
　私は地区のバスツアーで播州綾部梅林に行くこと
が出来まだ花はちらほら。山道を歩くことが出来るのは田舎で育ったからでしょうか。二
万本の梅の歴史、多くの人の尊い手入れ働きを思います。石地蔵にも白梅が飾ってあり子
供のころに美味しいものを食べ楽しい一日二日でもこんな山で過ごす事が出来たら一生古
里の様に思い出すことでしょう。梅林の山の帰り道にヤマサ蒲鉾工場に見学に行きとれた
てのタコやエビゴボウ入りの天ぷらの試食をしたり購入して美味です。 
お元気な皆さん二万本の梅の山の頂上に登ってみましょう。登れば素敵でしょう。 !
メネット例会によせて !
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２０１５年３月報　　  　　Vol. 4７３　　　３月５日発行 
　　　　　　　　　　　　２０１４～２０１５年度【主　　題】 

クラブ主題　　『ＦＵＴＵＲＥ　ＣＯＤＥ 未来への鍵－１人ひとりの役割を見つけようー』　   正野 忠之　会長 
阪和部主題　　「共にひとつの”わ”になって！！」Let’s groe into a circle of harm oney!!      三木 求　部長 
西日本区主題　「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other      　　　    松本 武彦　理事 

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　　　　　　　　               岡野 泰和　地域会長 
 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　　　                                            IP Isaac Palathinkal　国際会長 
スローガン       “Do it Now”今すぐやろう！ 

【今月の聖句】　エフェソの信徒への手紙　６章８節　　　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「夫たる者よ、自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は、自分自身を愛
しているのです」 
ーメネットへの想いは、もっとも身近な隣人愛ですー 



２月例会報告　　　　　　　　　宮本桂子 
出席者：メン１１名　新本英一　丸尾欽造　望月
強　横田憲子　中野義彦　畠平剛志　岩坂正雄　
佐古至弘　藤井敬子　杉村徹　宮本桂子 
メネット４名　大藪暢子　初田眞佐子　望月治子　
丸尾初子 
２月第１例会は司会者（畠平ワイズ）の合図によ
り定刻に開会しました。 
会長が不在でしたので、副会長による開会点鍾に
始まり、ワイズソング、TOFのメッセージ（宮本）、
聖句朗読（杉村）があり、食前感謝（岩坂ワイズ）
と続きました。TOFですが、各自軽食を持参し軽
い食事をし、誕生結婚祝いをしました。 

続いてインフォメー
ションは、①中野Y
サ・ユース委員長よ
り2015年度京都アジ
ア大会のユースコン
ボケーション案内　
②丸尾ワイズより2月
1日の大阪YMCAチャ
リティーランの抽選会

結果お知らせ。東Yでは、自転車、時計、六甲宿泊
券が当たりましたが、後の方は残念賞　③佐古ワ
イズより小阪教会88周年記念の案内　④杉村連絡
主事より3月７日（土）18時より始まる「東YMCA
感謝会」の案内。出席の方はサンホームの北野さ
んまで連絡の事 
メインは「河内ワイズの４０周年についての討議」
という討論会形式でした。司会進行役（畠平ワイ
ズ）の「なぜ４０周年記念の会をするのか」とい
う問題定義に対し、意見が白熱する中で、目的を
「今迄の歴史をこの節目に確認する」「今後の河
内ワイズのあり方を示す」の２点に絞られました。!
次の議題の「実行委員長候補者を推薦する」では、
畠平ワイズが推薦されました。また、実行委員と
して横田ワイズ、望月ワイズ、中野ワイズ、新本
ワイズ、丸尾ワイズ、田中ワイズ、大谷ワイズ、
次期役員が推薦されました。これは、次回の役員
会で承認する事で決定しました。 
閉会点鍾、ワイズソングと進み、ある程度の結論
が出るまで終わりませんとアナウンスされていま
したが、少し遅れた8時50分に閉会しました。 !
２月役員会報会報告　　　　　丸尾 欽造 
2014－2015年度　第9回役員会報告 
報告：書記・丸尾欽造 

日時：　2015年2月26日(木)19：00～20：30 
場所：　大阪東ＹＭＣＡ　サンホーム交流センタ
ー 
出席者：会長・正野忠之、書記・丸尾欽造、会
計・藤井敬子、会計及び地域奉仕委員長・宮本桂
子、直前会長・畠平剛志、以上5名　　　　 
《審議・協議事項》 
１．３月例会 
「メネット例会」とされているが、内容、詳細に
ついて会長（メネット連絡兼務）サイドで未確認
のため明日27日に確認の上、プログラム内容及び
次の各担当者等を明確にする旨、会長より報告さ
れた。 
1）例会日・3月19日(木)　2）司会者・未定　 
3）例会報告・未定　4）聖句朗読・未定5）食前
感謝・未定　6）食事担当・未定　7）ニコニコ・
未定 
２．４月ブリテン原稿担当者 
1）例会報告・未定　2）役員会報告・丸尾欽造　
3）サンホームニュース・杉村 徹　4）ＹＭＣＡニ
ュース・箕浦史郎　 5）巻頭言・宮本桂子 
原稿締切日　3月27日 
３．クラブ設立４０周年例会実行委員選考等につ
いて 
2月例会において推薦された実行委員長及び委員に 
ついて協議の結果、次の通り決定した。 
実行委員長・畠平剛志、実行委員・次期クラブ役
員（横田憲子、宮本桂子、丸尾欽造、望月　強、
藤井敬子）新本英二、中野義彦。尚、推薦された
田中惟介、大谷美佐子の２名については本人の意
思未確認のため畠平剛志実行委員長から本人の了
解を得た上で委嘱することとする。 
尚、岩坂正雄交流委員長から、ＹＭＣＡの会場に
ついては仮押さえされていない旨、伝言を確認し
た。 
尚、第1回実行委員会は3月5日 15：00より開催 
予定。 
４．らくらく車椅子登山プログラムについて 
1)実行委員の構成　◎印実行委員長 
ワイズ　・　中野義彦、宮本桂子、丸尾欽造 
ＹＭＣＡ・　◎杉村 徹、 月川さん 
2)協力関係先へのご挨拶・打ち合わせは進行中で
あり、ボランティア参加募集は、3月から開始す
る。 
尚、第3回実行委員会は3月16日17：00より開 
催予定。杉村徹委員長は所用のため本役員会を欠 
席されたが、現況報告メモを用意された。 
５．東ＹＭＣＡリーダー卒Ｙ式について 
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1) 3月21日(土)午前　東ＹＭＣＡにて式典開催 
卒Ｙ予定者　8名 
2) 記念品として「名刺入れ」を調達する。 
予算　￥10,000　　　担当・正野忠之 
６．４月例会プログラムについて 
例会担当者である宮本桂子さんから次の通り説明
があり決定した。 
1)ゲスト候補・高田信之氏 
氏は、パラリンピックでボッチャ競技に日本選手
として活躍。現在BC4級日本第1位。 
2）例会日は、らくらく車椅子登山開催日と同日に 
は開催しない。（昨年の経験から不採用） 　 
７．西日本区への献金・フアンド関係について 
今期の事業目標額通り次の通り献金する。　 
Ｙサ・ユース献金：￥2000、ＣＳ献金：￥1500 
ＴＯＦ：￥1400、ＦＦ：￥800、ＢＦ：￥1500 
ＹＥＳ：￥200（以上1人当たり）前期会員数17 
名。送金額￥125,800 
《報告・連絡事項》 
１．大阪ＹＭＣＡチャリティーラン報告 
今回の支援金総額は、￥3,251,286　と発表され
た。 
参加者：正野忠之、杉村 徹、箕浦史郎、丸尾欽造
２．第３回阪和部評議会報告 
1）審議事項・第1号議案「第2回評議会議事録」
承認される。第2号議案「次年度における次々期阪 
和部長の選出」は、大阪サウスクラブから選出さ 
れることで承認される。 
2）諸報告等 は、記載省略。　　　　　 
３．西日本区大会・アジア地域大会参加者の確認 
現時点で登録完了者の確認は出来ず未了。 
４．各事業委員会報告 
1）ジャガイモ販売収支報告書が宮本桂子会計から
提出された。　 
2)西日本区献金・ファンドは審議事項7に基づき 
期日までに送金する旨、藤井敬子会計から報告 
があった。 
3)Ｙサ・ユース関連として、アジア地域大会・ユー
スコンボケーションへ東ＹＭＣＡリーダーの派遣
を働き掛けている旨、正野会長より報告があっ
た。　　　 
５．その他 
1）京都トップスクラブ設立20周年記念例会 
4月5日(日)13：00　ウエスティング京都Ｈ 
会費￥10,000　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 !
（注）３月メネット例会については４Pに記載 

★サンホームニュース　　　　 
　　　　　　　　　　　杉村徹 
２月１５日（日）にサンホームデイ 
サービスは、神戸どうぶつ王国 
（以前まで「神戸花鳥園」という 
名前でした）に行く外出行事を開催 
しました。 
いつもデイサービスが、高齢者の 
大切な外出や交流、入浴の機会と 
なっていますが、やっぱり遠出す 
ることは、大きな楽しみになります。ウキウキす
る気持ちが、おしゃれに気を配ることを引き起こ
し、人と交わることを通して張りのある生活へと
導きます。 
改正のたびに厳しくなる介護保険報酬。しかし、
社会福祉法人として、利用者の笑顔と生きがいを
生み出すための働きを続けています。 !
★YMCAニュース　　箕浦史郎 
<リーダー活動報告> 
3月21日(土・祝)10:00~11:30にリーダー感謝式を
サンホーム6Fホールで 行 な い ま す 。 Y M C A 
で 活 動 し た 青 年 た ち の 社 会 に 漕 ぎ 出 す 
姿 を 日 ご ろ お 支えいただいています河内ワイ
ズメンズクラブの皆様もご覧いただきたくご臨席
いただければ幸いです。 !
今年度、社会に巣立っていくリーダーは以下のリー
ダーです。 
・佐々木 皓平(キャスリーダー)  岡山県で教諭 
・貴志 康平(ぽんたリーダー)   和歌山県で教諭 
・山本 恭之(ちょこリーダー)   海外青年協力隊で
パナマへ派遣 
・黒川 一樹(くろリーダー)    南海鉄道に勤務 
・竹中 崇紘(チーターリーダー)  専門学校へ進学 
・大谷 綾(ぢぢリーダー)     大阪市で教諭 
・石田 綾香(あーちゃんリーダー) 大阪府で教諭 
YMCAで活動した心を大切にそれぞれの社会で活
躍することを期待し、これからもお見守りくださ
るようお願いいたします。 !
★編集後記　　　畠平剛志 
いよいよ40周年事業が本格スタートしました。河
内クラブ一体となって頑張っていきましょう！ !
また、元河内クラブの増石廣之様より未使用切手
と使用済み切手の寄付がありました。有難うござ
います。 
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★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　JWF★ 
　皆様の感謝の気持が、ワイズを支えます。JWF
献金にご協力をお願いします。 
高瀬稔彦・JWF管理委員長
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 0名 にこにこ献金

内　広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 4名

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 １名 今期累計 92530円

2月例会出席者数（会員） １１名 1月例会出席者総数 ８名

メイクアップ ０名 1月役員会出席者数 4名

2月の出席率  67％ 1月会員延べ出席者数 1２名

３月～４月の予定 
3月5日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1330～1500 
3月5日（木）　第1回40周年記年会実行委員会1500～ 
3月15日（日）　ワイズ研修会　石切パンゲア 1300~ 
3月16日(月)　第3回らくらく車いす登山実行委員会1700～ 
3月19日（木）　例会 1830~ 
3月26日（木）　役員会 1900~ 
4月2日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
4月16日（木）　例会 1830~ 
4月23日（木）　役員会 1900~ 
4月26日（日）らくらく車いす登山 

3月例会　JWF 
3月１９日(木)18:30~20:30 
司会者・丸尾初子　 
開会点鐘・正野会長 
メネットソング・一同 
聖句朗読・新本力子 
活動報告・大藪暢子 
食前感謝・新本力子　 
食事＆交流 
卓話　　　松岡虔一先生　 
タイトル：長崎グラバー邸秘話と折り鶴運動 
誕生結婚祝い・正野会長 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘・正野会長 

HAPPY BIRTH DAY ２月 
２日 藤井 敬子君 
１６日 佐古 至弘君 
２９日 岩坂 正雄君 
WEDDING ANNIVERSARY  
３０日 田中惟介・加代子 夫妻

第４０期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:正野忠之　副会長:横田憲子　書 記:丸尾欽造・横田憲子　会 計:宮本桂子・藤井敬子 

メネット会　直前会長:畠平剛志　連絡主事:杉村　徹 
例会場・役員会場　：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/

★ワイズ研修会のお知らせ★ 
３月１５日（日）石切パンゲアにて 
１３時から　　　　登録費1,000円 
本場スイスのチーズフォンデュを楽しみな
がら、談笑、親睦し、絆を深めましょう！
パンだけでなく、フルーツのチーズフォ
ンデュも美味しいですよ！ 
申し込みは望月メンまで 
（河内メンバーには 
当ブリテン発送時に 
ハガキを同封しております。）

http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga
http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga

