
巻頭言　　「義務感と奉仕の心を持って」   　　横田憲子 

　河内クラブの活動は４０年を迎えます。精神力・体力・若者の思いがみなぎる時期を経て今は
静かに過去を思い起こし今後のクラブ活動の指針をこの節目に考えたらと思っております。４０
年の間にはいろんな方とのつながりがあってそのことの掘り起こし、例えばリーダーOB・OGや

元ワイズメンやプログラム参加の親子
さんそして協力くださった東YMCA
のスタッフの皆様と再会できる場と
なる周年記念としたい意向で委員長
の畠平ワイズが進めています。勿論
望月ワイズの熱い思いのEMCも忘れ
ないで狙っております。今のような
人数ではオリンピック開催の年数で
会長が回ってくるでしょう。メネッ
トがメンをしっかり支えてくださっ
て２０名の例会が続いています。今
やらねばならないことはメンバーを
増やすことです。“義務感と奉仕の心
を持って“河内クラブがこの１年をＥ
ＭＣ中心に活動できたらと思います。
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２０１５年７月報　　  　　Vol. 4７７　　　７月２日発行 
　　　　　　　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 

クラブ主題　　「義務感と奉仕の心を持って」　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　憲子　会長 
阪和部主題　　「共に歩もう。前へ！！」Let’s go together.Go Go!!        　　　　  林　祐幸　部長 
西日本区主題　「あなたならできる！きっとできる」～生きる　しなやかに　さわやかにー      　 遠藤　道寛　理事 
アジア地域主題　“Through Love,Serve”　愛をもって奉仕をしよう　　　　　　　　                Edward K.W Ong　地域会長 
 スローガン　　  “Count Your Blessing”　恵みを数えよう 
国　際　主　題　“Mission with Faith”　信念のあるミッション　　　                            Sichuan Boonmapajorn　国際会長 
スローガン       “Let it Begin with Me”まず自分から始めよう 

【今月の聖句】　ヨハネによる福音書13章14節　　　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「主であり、師であるわたしがあなたの足を洗ったのだから、あなたがも互いに足を洗い合わなければなら
ない」ークラブ40周年年度始まりの月、またYMCA安全の日（7月18日）を守る月、生命の尊厳に立って
仕え合う心を私達の活動の原点にしましょうー 



６月例会報告　　　　　　　記録　宮本桂子 
サンホーム　６階 
２０１５年６月１８日（木）18：30～20：45 
出席者（敬称略・順不動） 
メン　　　新本・丸尾・横田・中野・畠平・田中・
岩坂・宮本・望月・佐古・正野・藤井 
メネット　伊藤・丸尾・中野・初田・望月 
ゲスト＆ビジター 
林佑幸阪和部長・今井利子（なかのしま）・人見
晃弘（京都パレス）・岩本章（奈良）・岩本二三
子（奈良メネット）・胎中廉啓（奈良）・大村孝
江（奈良）・内田勝久(奈良)・山口守雄（サウス）・
松岡虎一（サウス）・中井信一（奈良）・平井洋
三（奈良）・恵美奈博光（サウス）・中西進泰・
林夏代（奈良）・杉浦文子（奈良メネット） 
以上３３名 

６月例会は、司会は中野、横田副会長の開会点鐘
で定刻に始まった。 
ワイズソングの後、新会員候補の紹介が恵美奈メ
ンからあった。ワイズメンズであった故篠田桂司
さんの義弟の中西進泰（のぶひろ）様で、瓢箪山
の生まれ育ちで元市議会議員の方であるとの事。 
食前感謝の後、会長の時間では、正野会長が国際
大会への参加の呼びかけをした。 
役員交代式後、林佑幸阪和部長の公式訪問の挨拶
があった。 

今期の主題を「ともに歩もう。前へ！！」“Let’s 
go together, GO GO! !”　副題を「阪和部は一つ」
とし、常に親しくし、志を同じくする者が一緒に
前に向かって行こうという思いである。集まってや
る時には仲良くやるという阪和部の明るく元気で
生き生きとした活動が出来る様にと話された。 
活動方針、活動計画の発表、阪和部会におけるメ
ネットのつどいの案内をされた。 
続いて、阪和部役員、事業主査・委員、クラブ会
長の紹介があった。 
続いて、当日出席の阪和部役員の挨拶があった。 
胎中廉啓メン（阪和部書記）・・阪和部会で、ラ
グビー場に立ったのが印象的でした。 
内田勝久メン（阪和部会計）・・数字アレルギー
ですが、宜しくお願いします。 
岩本章メン（阪和部事務局長）・・支える力はな
いが、少しでもお役に立てればと思っています。 
山口守雄メン（地域奉仕・環境主査）・・宜しく
お願いします。 
林夏代メネット（メネット主査）・・主題は「楽
しいメネット会　メンと共に」です。 
望月強メン（EMC主査）・・一人では出来ない、
しかし一人で始めなければならない。その一人に
なって下さい。そして、みんなは、その一人を助け
て下さい。 
最後に林佑幸阪和
部長により阪和部
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合言葉を唱和した。 
《　部長「Let’s go together!」全員「Go!Go!」
全員「阪和部は一つ!」　》 
続いて横田会長の所信表明があった。「最近は、
緊張をする機会が減ってきている。ワイズメンズ
は、緊張する場が沢山ある。若さを保って呆けな
いようにしましょう。順番にプログラムが進んで
いきますので、緊張感を持って進めていって下さい」
と話された。 
次は、インフォメーション 
丸尾・・次期のファイルを配りました。変更分は
渡しますので、綴じ込んで下さい。 
畠平・・安来節の５部門で師範になられ、大会の
優勝者が１７歳のお嬢さん、という新聞記事を目
にました。この方が、望月メンの親戚の方という
事が分かった。納涼例会で是非やって頂きたいと
お願いした。ロシアの方々も来られるので、日本
の古典芸能という事で良いと思う。 
その後、人見メンから西日本区で正野メンが登場
された写真の贈呈があった。 
お誕生祝に続いて、今期会長を終了した正野メン
が泉北クラブへ転会するので、副会長の横田メン
から花束の贈呈があった。 
その後ニコニコアワーに続き、会長による閉会点
鐘。 
定刻を１５分過ぎた８時４５分に閉会した。 

ニコニコ語録　テープ起こし　杉村徹 
★岩本さん　一昨日に、奈良クラブメネットが集
まり、美味しいフランス料理をいただきながら阪
和部のメネットの集いが楽しい会になるように相
談をしました。ぜひ楽しみにしてください。 
★杉浦さん　お久しぶりです。メネット主査さん、
林さんとお邪魔しました。今期奈良クラブのメネッ
ト会長となりました。よろしくお願いします。奈
良クラブのメネット例会は9月14日にあるのです
が、今年もぜひ河内の皆様にお越しいただきます

ようお願いします。お話は今、話題の認知症につい
ての予定です。 
★平井さん　久しぶりに参りました、濱田部長の
時以来です。楽しい例会でした。特に感心したの
は、客人をお迎えすることがここまでするのかと、
とても丁寧で、勉強になりました。 
★松岡さん　長崎に送りますので、折り鶴を持っ
ていただいて、写真を部長さんを囲んでお願いしま
す。 
★今井さん　西日本区大会、お越しいただきあり
がとうございます。今度はアジア大会行ってあげて
ください。  

★人見さん　本当に、アジア大会に来てください。
（笑）今日書いて下さい！本当にお願いします。 
★田村さん　隣に座っている内田さんにお誘いい
ただいて、ワイズに参加しています。気楽に参加し
ていたのですが、今度は騙されて会長に引きずり
込まれて（笑）、にっちもさっちもいかなくなっ
ています。この組織をどうしたらいいか、真剣に
考えているところです。林部長が熱い言葉で訴えて
います。それについていきます。えーっと、先ほど
林部長はなんとおっしゃっいましたか？（笑）　
奈良クラブは「Let’s go together GO GO GO 」
でいきます！（笑） 
★恵美名さん　今年度は、河内クラブの40周年、
おめでとうこざいます。そして、「なかにしのぶひ
ろ」、よろしくお願いします。 
★中西さん　今日はありがとうございました。こ
れをご縁というのか、わかりませんが、よろしく
お願いします。 
★田中さん　河内クラブ例会来て一言もしゃべら
なかったのは、今回が初めて（笑）。たいがいよ
うしゃっべってますけど。（笑）70過ぎてボルサ
リーノが似合うようになったなと思いました。で
もまだ黒いリボンはかぶれません（笑） 
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★佐古さん　本年のじゃがいもは10月18日ごろに
なっています。ぜひお願いします。 
★新本さん　一週間ほど前にビワの剪定してまし
た、足がこんがらがって、頭からひっくり返って、
すぐにレントゲンを撮ってもらいました。大きな
たんこぶができました。年を取ると、しばらくたっ
てからでも症状が出る場合もある。気をつけなさ
いと言われた。そんな事態が起こりやすい年になっ
たなぁと思っています。 
 ★初田さん　正野さん初めて聞きましてびっくり
しました。今日は月命日なんです。報告しておきま
す。中西さん、篠田さん、何年か前にお姉さんか
ら連絡をいただいて「今度選挙にに出るから頼む
ね」と。（笑）ぜひ勝ってください。 
★伊藤さん　正野会長から河内ワイズとして、何
と言っていいか、一緒に司会もさせていただいた。
胸いっぱいです。70歳代の一番最後の年となりま
した、今日はお誕生日の祝い、こんなにたくさん
にお祝いしていただいて、うれしく思います。長生
きして頑張りたいと思います。（笑）今年は2人目
のひ孫も生まれます。（拍手）ありがとうござい
ます。 

201５－201６年度　第1２回役員会報告 
                                   報告：書記・丸尾欽造 
日時：2015年6月25日(木)19：00～20：50 
場所：大阪東ＹＭＣＡサンホーム交流センター 
出席者：会長・横田憲子、副会長＆書記・宮本桂
子、書記・丸尾欽造、会計・望月 強、直前会長・
畠平剛志、連絡主事・杉村 徹、地域奉仕・中野義
彦、佐古至弘　　　以上８名 
《審議・協議事項》 
１．７月例会プログラム 
　　　担当：Ａ班（岩坂・望月・藤井・田中） 
　　　ゲスト：大阪石橋英樹主事　　 
タイトル：「グローバルユースカンファレンスの内
容と意義」 
1)食事担当・望月　強  2)司会・岩坂正雄3)聖句朗
読・望月治子4)食前感謝・新本英二5)ニコニコド
ライバー・メネット6)ニコニコ収録及び起稿・杉
村徹7)音　響・望月　強 
8)謝礼準備　・クラブ内規通り（藤井敬子） 
9)誕生日お祝い品及びウエディングアニバーサリー
祝い品・在庫品を引き継ぐ 
２．８月報　ブリテン 編集方針の報告、原稿依頼 
担当：畠平剛志 
1)巻頭言執筆者 ・望月　強（変更による）2)例会
報告・新本英二3)役員会報告・丸尾欽造4)YMCA

ニュース・宮本修司、5)サンホーム報告・杉村徹、
6)西日本区関連報告・横田憲子7)阪和部報告・横
田憲子、8)出席率等マンスリーデータ・畠平剛
志、9)原稿締切日7月24日10)印刷・発送日8月6
日 
３．８月例会　納涼例会 
担当：　Ｂ班（佐古・畠平・丸尾・宮本） 
　8月9日(日)12時00分～16時00分 
　「エカテリンからビジターを迎えて安来節 」 
1)　ビジター　5名（ロシア区）、区・部からの予
定者10名　　 
2)出演者・田仲みなみ様（安来節５部門師範資格
保持者）、島並圭子（書道体験講師・大阪長野メ
ネット）3)ゲストリーダー及びリーダーＯＢ、10
名予定　4)プログラムについて、a書道体験教室
は、午前のオプションプログラムとし、例会から
切り離す。会長から弁当のほか焼肉のセッテイン
グ提案がされたが全体のプログラム構成上、見合
す。尚、詳細立案及び予算等はＢ班に委ね、7月役
員会で最終調整する。（本会議終了後、Ｂ班によ
る打ち合わせ）　　 
４．今期クラブ予算案の審議　　 
担当：会計・望月　強 
　会計から今期予算案が示され、メネット会への
助成金を、¥20,000に修正した他は原案通り承認
された　 
５．「日本ＹＭＣＡ同盟100周年記念募金」への
取り組み　　担当：会長　横田憲子 
クラブとして、¥10,000を寄付する提案を承認。
尚個人にも啓蒙する。 
６．４０周年記念祝会実行委員会からの提案・報
告　担当：実行委員長　畠平剛志 
第3報に会長及び実行委員長名を記載した。7月ブ
リテン発送に同封するとの報告。尚、次の実行委
員会は7月2日(木)17：00、開催予定。 
７．中西のぶひろ氏（入会予定者）への今後の対
応　担当：会長　横田憲子 
　クラブ会則に則り、紹介者に推薦書の準備を要
請する。望月強（EMC150推進委員）が当たる。 
８．ジャガイモファンドの取り組み 
　　担当：佐古至弘　委員長 
仕入先、仕入コスト、購入数、販売価額、チラシ
制作等は昨年実績通りで承認された。尚、到着予
定日は、10月24日(土 ) 
９．「大阪ＹＭＣＡユースカンファレンス」参加費
支援募金等の取り組みについて 
7月例会でゲストスピーカー（石橋英樹氏）のプレ
ゼンを参考に、内容理解を深めて適切な取り組み
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を図る。 
10.　各事業委員会への所属が未了の会員について 
Ｙサ・ユース：大谷美佐子、地域奉仕・環境：青野
剛暁、大藪芳教、佐古至弘、ＥＭＣ:田中惟介、阪
和部東日本復興支援ツアー委員：中野義彦、阪和
部ＥＭＣ１５０推進委員：畠平剛志　以上を以て
全会員の所属を承認さる。　 
《報告・連絡事項》 
１．西日本区大会報告　（6月6日～7日） 
年次代議員会、表彰アワード（別紙）について 
横田憲子会長から報告された。 
２．第1回阪和部評議会報告　（6月20日） 
第1号議案～5号議案　（資料配布済み）すべて承
認されたことを報告された。 
３．大阪サウスクラブ６０周年記念 
2016年5月7日に開かれます。 
４．正野忠之君（直前会長・西日本区書記）の大
阪泉北クラブへの転会 
関係書類による転会手続きが完了した。尚、クラ
ブ内での引継ぎにつては当事者間で速やかに終え
て下さい。　　以上　　　　　　　　　　　　　
　　　 
★YMCAニュース（ウエルネス）　　 
    宮本修司 
夏本番を迎える前に、もうすでに日に焼けた顔の
スタッフやリーダーが出現している今日この頃です
が、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎日蒸し暑
い時季の到来ですので、熱中症にはくれぐれもご注
意ください。 
　さて６月には夏のキャンプの準備の為に、ＹＭ
ＣＡ阿南国際海洋センターにて指導者研修が行わ
れました。６月１９日～２１日　２泊３日の短い
日程でしたが、東ＹＭＣＡから参加した名のリー
ダーと切通スタッフも、冒頭に書いたようにすでに
夏の日差しの洗礼を受け、たくましく日に焼けて
帰ってきました。研修では、阿南でのキャンプの
疑似体験を始め、海洋プログラムでシーカヤック
やカッター、ジャンボカヌーにミニヨット(ダック
リン)などを体験してきました。夏キャンプの魅力
を存分に表現してくれることと楽しみにしていま
す。 
　ところで東ＹＭＣＡも夏のプログラムを募集して
おります。この夏も阿南に六甲、紀泉にハチ高原
といろんな場所にキャンプに出かけます。お知り合
いにご紹介頂ければ幸いです。また、通常の定例プ
ログラムも少しずつではありますが、会員数が増え
てきつつあります。東ＹＭＣＡの存続も含めて、応
援よろしくお願いいたします。 

7月の行事　 
　５日　　野外例会（わんぱく・冒険クラブ）　
於：芦屋市総合公園 
１２日　　野外例会（パイオニア）　　　　  　
於：仁川渓谷 
２０日～　夏季キャンプ　 
★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
特養入居者やご家族がこれまでどのような人生を
歩んでこられたのか。そしてＹＭＣＡサンホームに
期待することを知り、私たちの思いと実際の介護
状況について知っていただきたい。お互いがより
近い存在となり、同じ方向を向いて歩めるように
と願って、6月13日と14日に特養入居者のご家族
に「介護保険制度説明会と懇談会」を行いました。
約半分のご家族が来られました。今年度あと3回は
実施したいと考えています。やはりお互いの顔が見
える関係が大切ですよね。（詳しくはYMCAサン
ホームブログに掲載中！）　 

★西日本区強調月間　 
Kick-off EMC-MC★ 
EMCはCME。まずC(Conservation意識高揚）で
クラブの例会を充実させましょう。クラブの特性
に合った増員計画と、ドロップを食い止める工夫
をしましょう。合同例会で交流と士気を高めまし
ょう。　　　　　　　　　小野勅紘EMC事業主任 

★編集後記　　　畠平剛志 
本年度もブリテンの編集を仰せつかりました。何
かと不手際もありましょうが、笑って許していた
だけると嬉しいです。１年間よろしくお願いいたし
ます。 
また、申し訳ありませんが、原稿についてはオフィ
スファイル（ワードなど）ではなく、テキストメー
ルで送付をお願いします！ 
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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 15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 ５名 24,735円
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 24,735円

6月例会出席者数（会員） １2名 5月例会出席者総数 １3名

メイクアップ ０名 5月役員会出席者数 8名

4月の出席率  75％ 5月会員延べ出席者数 21名

７月～８月の予定 
７月２日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1600～ 
７月２日（木）　第４回40周年記年会実行委員会1700～ 
7月16日（木）　例会(予定) 1830~ 
7月23日（木）　役員会（予定） 1900~ 
8月6日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1600～(予定) 
8月6日（木）　第５回40周年記年会実行委員会(予定)1700～ 
8月9日（日）　納涼例会 12:00~ 
8月27日（木）　役員会（予定） 1900~ 

７月例会　★Kick-off EMC-MC★ 
７月１６日(木)18:30~20:30 
司会者・岩坂正雄 
開会点鐘・横田会長 
ワイズソング・一同 
聖句朗読・望月治子　 
食前感謝・新本英二　 
食事＆交流 
講話「グローバルユースカンファレンスの内容と
意義」石橋英樹氏（右囲み参照） 
誕生結婚祝い・横田会長 
ニコニコ・メネット 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘・宮本副会長 

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

第４１期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:横田憲子　副会長:宮本桂子　書 記:丸尾欽造・宮本桂子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会新本力子　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/

７月ゲストスピーカー 
石橋英樹さん 
1970年生まれ。島根大学卒。 
広島YMCAより韓国の浦項Y、大邱Yに派遣、2004
年より韓国YMCA全国連盟スタッフとしてアジア
太平洋YMCA同盟の東ティモールYMCA建設プロ
ジェクトに従事。2009年より大阪YMCA日本語
教育スタッフとしてグローバルプロジェクト担当。

メネット会のお知らせ 
７月１６日（木）１６：００～
今月もよろしくお願いします！

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

