
巻頭言　　「メダカの飼育」   望月強 

　屋上の池にメダカを飼育しています。十年以上も前にメダカ
屋さんで15匹購入いたしました。買った理由は素人に飼いやす
い、手間も掛からないと云われ、ズボラな私に丁度良いと思い
飼い始めました。数年間、餌だけを小まめに与えていると自然
に増えたり減ったりしています。春になると産卵の時期を迎
えて卵を産みますが、稚魚が卵から孵ると成魚パックリと食
べてしまいます。自然界の凄さです、池のメダカの絶対数が
増えているときは稚魚が全く見つけることが出来ません。し
かし、池のメダカが少なくなるとその秋の池には数匹の稚魚
を確認できます。今年は新たに増殖してみようと思い、時期

を見計らって卵を産み付けて
いる水草を他の容器に移して
観察しています。暫く待つと数十匹が確認できました、全長でも１
ｍｍも無いように思いますが可愛い物です。２０日間隔でこの作業
を繰り返して今は１００匹を軽く超えています。 
メダカと比べるのは僭越ながら、我がクラブを振り返って見ると適
正な会員数を割っていきました。ＥＭＣとして、東ＹＭＣＡに関わ
るリーダーOBに２４０枚の往復ハガキを出しました。結果は暫く
掛かります。４０周年に向けて会員増強に邁進します。 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２０１５年８月報　　  　　Vol. 4７８　　　８月６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】　ローマ信徒への手紙５章３節ー４節　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生み出す」ー戦後７０年、その年（1945）の
8.6(広島)、8.9(長崎)、8.15(敗戦)、70年前の息づまる10日間を生き抜いて平和を守り続けた
先人たちに、希望の根拠を学ぶ時としたい 



７月例会報告　　　　　　　記録　新本英二 
サンホーム　６階 
２０１５年７月１６日（木）18：30～20：００ 
出席者（敬称略・順不動） 
メン＆メネット 
新本英二・力子　中野義彦・涌子　丸尾欽造・初
子　望月強・治子　岩坂正雄　杉村徹　畠平剛志　
大藪暢子　藤井敬子　横田憲子 
ゲスト＆ビジター 
遠藤通寛　山田理学　中西のぶひろ　惠美奈博光　
石橋博樹　 
以上１９名 

GlobalYouthConference(2015.6.16~23) 
今まで実施されなかった世界のユース40名国内か
らの90名が参加し、言葉を超え、年代を超えて実
りの多い協議会となりました。基調講演者の駐大
阪オーストラリア総領事のキャサリン・デイラーさ
んと甲南大学経営学部教授マノジュ・シュレスタさ
んのお話が分かりやすくて良かったようです。世
界の若者が誰もが希望する世界を旅しグローバル
な視野を広げる重要性とご自分の旅したご経験か
ら話されたキャサリン・デイラーさんはすばらし
かったようです。シュレスタさんはアジア文化から
の視点で日本の持つ長所と短所をお話になられま
した。 
その他グローバル・ユース・カンファレンスの参加
者を裏方としてサービスされた各国インターンは3
週間も運営に従事された。このバックアップ体制
に参加したインターン12名はプログラムの参加に
よって一層自分自身の成長があったと自覚されて
おられるとともにさらなる成長を遂げていきたい
ものと願っておられる。 
こうした成果の上に今年度のプログラムが準備され
ている（2015/8/15~20)実施される２０１５
YMCA大阪香港グローバルキャンプは初日の六甲
山YMCAでの予定は夕食後ナイトハイキングが準
備されている。私もヤングの時代ナイトハイキング
の体験があるので親密さが一層深まるものと思っ
ています。 

（編集部記録） 
台風が近畿に接近する中、横田会長よりの「無理
せず、来れる方だけ出席を」を呼びかけの元、７月
例会が実施され、遠藤理事のご訪問と、来月入会
式予定の中西のぶひろさんの2回めの例会出席がか
ないました。 
今月は石橋英樹氏による講話「グローバルユースカ
ンファレンスの内容と意義」が予定通り行われま
したが、台風の接近に伴い、予定を早めて20時に
例会終了となりました。 

2015－2016年度　第2回役員会報告　 
報告：書記・丸尾欽造 
日時：　2015年7月23日(木)19：00～20：40 
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、交流・伊藤圭介、地域・佐古至弘、
EMC・田中惟介　以上８名 
《審議・協議事項》 
１．「大阪ユースカンファレンス」支援募金の対応 
クラブとして￥10,000を募金に協力する。尚、各
会員個人としても積極的に協力を要請する。 
２．８月納涼例会及び入会式 
1）開催日　8月9日(日) 
体験書道　11：00～12：00 
例会　12：00～15：00 
交流の時間 15：00～17：00　 
2）出演者：田仲美菜子、島並圭子、島並宏彰 
恵美奈博光、恵美奈富貴子 
ゲスト：石橋英樹、鈴木えみ、芳澤伸之　　 
ビジター：Tatiana Likhacheva、 
Daria Likhacheva (daughter) 
Irina Mamaeva 
Olga Kornilova　　以上4名ロシア区 
中井信一(国際・交流事業主任)、山田理学（理事事
務局長）、林祐幸（阪和部部長）、望月　強
（EMC事業主査）尚、リーダーOB&OGの出席者
数は現状「未確定」 
役割分担：司会・畠平剛志、食事：横田憲子、佐
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古至弘、おやつ：宮本桂子、会計：藤井敬子、会
場設営：丸尾欽造　 
入会式：中西進泰君　（故篠田桂司氏義弟） 
３．エカテリンからの来阪期間中のプログラムへ
の参加予定者　　 
8月4日(火)夕刻　関空着、伊藤圭介宅及び望月強
宅でホームスティ受入れ 
8月5日(水)午前　広島へ向け「新大阪駅」へ送る
（担当：望月、伊藤）　 
8月8日(土)正午前後　新大阪駅で出迎え 
昼食後、市内案内（担当：丸尾、） 
8月9日(日)　審議事項２．の通り、夕刻からのフ
リータイムは、市内観光（担当：伊藤） 
8月10日(月)京都観光（担当：望月） 
8月11日(火)奈良観光（担当：岩坂）の後、関西空
港へ電車で送る。荷物は車両（望月）で配送。 
尚、（担当）とあるのは世話役であり、クラブ員
は全面的な協力をする。 
クラブからのお土産は、扇子など島並さんに調達
をお願いする。他に版画（田中惟介）。　 
本件に係る予算は、科目間で流動的に対応する。
４．ネパール地震被災地支援について 
9月から12月までの例会においミニオークション
を開催し支援金に充てる。　　　　　　　 
５．今年度予算についての補正予算に関して  
特に補正予算の取り組みは必要としない旨、承 
認さる。　　　　　　　　　　　 
《報告・連絡事項》 
１．ジャガイモの注文先 
サンホーム・北野さんに必要数を注文してくだ 
さい。 
２．大阪YMCAチャリティラン 
開催日：2015年10月12日（月・祝） 
当日の集合時間は7：30分、現地集合。 
当クラブは警備担当に当たる。 
３．阪和部部会案内 
日時：2015年9月12日(土) 
場所：奈良商工会議所　5階大ホール 
メネットの集い：10：30　（4階小ホール） 
部会：12：30～16：15 　　　　　　　　以上　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
★YMCAニュース（ウエルネス）宮本修司 
猛暑日と台風が列島を襲う最近ですが、皆様お変
わりございませんか。お体ご自愛いただくと共に、
自然災害の防災も万全でありますことお祈りいた
します。 
　夏休みに突入し、ＹＭＣＡウエルネスの季節が
やってきました。阿南に呼子、紀泉に六甲と、キャ

ンプ場もフル稼働のようです。７月は１８日に大阪
ＹＭＣＡの安全の日を迎え、この夏も安全に過ご
せるように、指導者は救命講習の研修を行いまし
た。東ＹＭＣＡでもサンホームの講習にご一緒さ
せていただき、リーダー達もしっかりＡＥＤの使
い方と胸骨圧迫の研修を真剣に行っていました。 
昨年は台風の影響で各キャンプ場も大きな被害を
受けましたが、今年も既に１０回以上 
の台風が発生しています。これからの季節に少しで
も安全が守られますようにお祈りいたします。また、
ＹＭＣＡのキャンプも安全が守られます様、ワイ
ズ皆様にもご協力いただければ幸いです。よろしく
お願いいたします。 
８月の行事　 
　　　８月中　サマーキャンプ 
　　　２４、２５、２７、２８日　デイキャンプ 

★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
人材育成はこれからのＹＭＣＡを左右する非常
に大切なことです。サンホームは高齢介護の専
門職が中心のＹＭＣＡです。高い専門性を有す
るための研修受講はこれまでも進めてきました
が、一昨年度からは、ＹＭＣＡである理由を明
確にするための人材育成を行っています。6月に
はデイの大西さんがGlobal Youth 
Conference（六甲山）に参加し、また7月27
日から31日まで日本ＹＭＣＡ同盟主催専門職管
理職研修（東山荘）に、特養の月川さんとケア
プランの伊藤さんが参加しています。ＹＭＣＡ
の多様な働きの中で体感して学び、少し離れた
ところから日々の働きを見る機会を意図的に設
け、ＹＭＣＡが社会課題に対応し地域に根差し
た活動ができるようにと考えています。 

★西日本区強調月間　 
YouthActivities★ 
若者（ユース）に、YMCAやワイズメンズクラブ
についてもっと知ってもらい、互いに共感や連携
のできるプログラムを推進しましょう。 
河合久美子Yサ・ユース事業主任 
（京都ウエストクラブ） 

★編集後記　　　畠平剛志 
クラブOB増石さん、なかのしまクラブの今井さん
よりブリテン送付用の切手を頂きました！ありが
とうございます！
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会員数（連絡主事を含む） １７名 ゲスト・ヴィジター出席数 5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 15300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 15,300円

７月例会出席者数（会員） ８名 6月例会出席者総数 １２名

メイクアップ 2名 ６月役員会出席者数 8名

７月の出席率  66.7％ ６月会員延べ出席者数 2０名

８月～９月の予定 
8月6日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1600～ 
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 12:00~17:00 
8月27日（木）　役員会（予定） 1900~ 
9月3日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1600～(予定) 
9月17日（木）　第6回40周年記年会実行委員会(予定)1700～ 
9月17日（木）　例会 18:30~20:30 
9月24日（木）　役員会（予定） 1900~ 

８月納涼例会★YouthActivities★ 
８月９日(日)1２:０0~１７:００ 
司会者・畠平剛志 
開会点鐘・横田会長 
ワイズソング・一同 
聖句朗読・丸尾メネット 
ゲスト・ビジター紹介・司会者 
会長の時間 
入会式 
食前感謝・岩坂メン 
食事＆交流 
「安来節」田仲みなみ様 
日本・ロシアの歌　惠美奈メン・メネット 
誕生結婚祝い・横田会長 
おやつ・フリータイム 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘・宮本副会長 HAPPY BIRTH DAY ８月 

５日　宮本善之君 
５日　藤井中君 
２２日　中野義彦君 
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/

８月納涼例会オプション 
11:00～書道体験　島並圭子メネット（長野クラブ） 
17:00～大阪ナイトツアー

2017.7.20黒部ダム

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