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2015〜2016年度【主
題】
クラブ主題
「義務感と奉仕の心を持って」
阪和部主題
「共に歩もう。前へ！！」Letʼs go together.Go Go!!
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
アジア地域主題 “Through Love,Serve” 愛をもって奉仕をしよう
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
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】

マタイによる福音書９章17節

さわやかにー

（選・解説

９月３日発行

横田 憲子 会長
林 祐幸 部長
遠藤 道寛 理事
Edward K.W Ong

地域会長

Sichuan Boonmapajorn

国際会長

岩坂正雄）

「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ。そうすれば、両方とも長もちする」ー新し
いメンバーを迎えるには、私たち自身が自分を開いて新しくなる心がけをしましょう。そして実
りの秋を迎えましょうー

巻頭言

「ワイズ歴４０年に想う。」 伊藤圭介

ワイズ歴４０年で生き方に影響を受けた方々の名前を列挙させ
て頂き賞賛しても、ワイズで過ごされた方の年数にもよりピンと
来ない方がおられるのは当然であるのをわきまえたうえで、私的
に申し上げると、戦前から国際的な視野で、内外で活躍された先
輩の足跡を４０周年の記念にパワポイントに紹介したいと願って
いる。勿論大阪河内クラブの足跡も辿ります。ここで、申し上げ
たいのはこれらの諸先輩を拝見していますと、共通点があります。
それは正面からワイズは素晴らしいと讃歌なさらず、背中で然も
時間をかけていつかワイズの良さを分かってもらえるとの期待を
勿論こめて実践を踏まえて語っておられた説得力は私には印象的
でした。物語でワイズの良さは分からないと言いたいのです。最
近流行のＨＯＷ

ＴＯもの、どうすれば金が貯まるか、等々の本

が氾濫している。ｈｏｗ−ｔｏ的に即断に理解してワイズ歴が浅いのに拘わらずワイズに関して
周りの人たちのウケを期待して浅はかにギクシャクした批判を繰り返していた時代があったのを
後悔している。願わくはこれからワイズに入会する皆さんには、ワイズの歴史を認識した上でじっ
くりと大阪河内クラブだけでなく、他クラブ、国際のお付き合いを通した上でワイズ活動の是非
を語って頂く事を期待します。
ＰS．入会時のオリエンテーションだけでワイズを理解して頂くのは至難の業と私は思います。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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8月例会報告

報告：横田憲子

サンホーム ６階
２０１５年８月９日（日）12：00〜15：００
出席者（敬称略・順不動）
メン＆メネット、マゴメット
新本英二・力子 中野義彦・涌子 丸尾欽造・初
子 中野義彦・涌子 伊藤圭介・玲子 望月強・
治子 岩坂正雄 杉村徹 畠平剛志 藤井敬子
横田憲子・ファミリー３名 初田真佐子 宮本桂
子・ヘルパー 田中惟介 中西のぶひろ・伸子
佐古至弘・利子
ゲスト＆ビジター
安来節 田中貴美 田中みなみ
歌・演奏 惠美奈博光 惠美奈富紀子
書道 島並圭子
エカテリンクラブTatiana Likhacheva,Dania
Likhacheva,Irina Mamaeva,Olga Komilova
奈良クラブ 林佑幸（阪和部長）・夏代 中井信
一
長野クラブ 白井春夫・公子 篠田利都子 島並
宏彰
YMCA 石橋英樹 鈴木えみ 武田龍一
リーダーOB 小見山哲 飯田隆夫 高岡正
小阪教会 西村駒蔵
以上５0名

大阪河内ワイズメンズクラブ

猛暑の８月９日（日）１２時よりいつもの会場で
ゲスト・ビジター５０名で始まる。司会は浴衣の
畠平剛志ワイズです。開会点鐘・ワイズソングの
後、聖句朗読“ローマ信徒への手紙を5章３節―4節”
の解説で「70年前の広島・長崎の原爆・敗戦の息
詰まる１０日間を生き抜いて平和を守り続けた老
人たちに、希望の根拠をまなぶときとしたい」と
岩坂ワイズの解説を丸尾初子メネットが読まれた。

ビジター紹介の折、例会前11時より島並圭子メネッ
ト(長野クラブ)指導の書道で体験されたエカテリン
ブルグの4名の作品「心」｢平和｣「友」「兄弟愛」
の色紙と扇子の流し絵を披露された。柔道・拳道
など日本語で練習をされる文化に触れておられる
皆さんの上手な漢字に ビックリです。
本日の入会式で、サポーターが惠美奈博光ワイ
ズの中西進泰さん(篠田利都子メネットの弟さん)が
嬉しい河内クラブのメンバーとなられた。ＥＭＣ
事業主査の望月さんの熱意も有りパワーアップとな
りクラブこぞって歓迎いたしました。
岩坂ワイズの食前感謝があり「弁当」を頂きま
したが、当日の参加者が想定以上あり食べれなかっ
た方申し訳ありませんでした。
楽しみにいたしておりました、美人高校生田仲
みなみさん親子の｢安来節｣の三味線・歌・一人踊
り・二人踊りなど言葉がなくても表情と動きで何
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をしているかがよくわかるコミカルな表現が国境
を超え虜になりました。ご親戚でもある望月夫妻
も観るのが初めてと安き節の魅力にロシアの皆様
と同じくニコニコでした。最後にざるを持って少
しだけ4人安来節の体験をさせていただきました。
そしてロシアワイズ来日2度目の惠美奈夫妻の伴
奏と指導で声高らかに”カチュウシャ“など歌での交
流を図りました。やはりロシア語でのカチュウシャ
を聞きますと心に響きます。
最後におやつタイムでおしゃべりをして3時間の
納涼例会を外の暑さと同じく熱い繋がりの時間を
来訪ロシア4人の方と共にできたこと・今回40周
年に繋ぐリーダーＯＢへの250通もの案内を望月
さんと杉村連絡主事の御尽力で郵送され3名の参加
者があったこと・中西進泰メンバーの入会式河内
クラブにとって忘れられない1日となりました。

ロシアの女性ワイズ来訪交流 IBC岩坂正雄
猛暑の今夏、ロシア・エカテリンブルグから女性
ワイズ４名（イリナさん、オルガさん、タチアナ
さん、ダリアさん）が、８月４日から１１日まで
の日程で来訪されました。
［５日〜７日］広島平和記念式典参列、広島クラ
ブとIBC締結。

大阪河内ワイズメンズクラブ

［８日〜１１日］大阪河内クラブの歓迎会、伝統
文化の体験、大阪、京都、奈良の観光見学。
クラブメンバー以外に、次の方々が特別にご奉仕下
さいました。
○書道体験・島並圭子メネット（長野）
○折り紙体験・鈴木えみ（大阪Yスタッフ）
○日露の歌謡・恵美奈博光夫妻（サウス）
○地域文化「安来節」実演・田仲みなみ（望月ワ
イズ親族）
○ロシアワイズの活動スライド・石橋英樹（大阪Y
スタッフ）
○大阪・京都・奈良の観光見学・遠藤通寛（西日
本区理事）、山田理学（泉北）、鉄谷明（サウ
ス）、望月ワイズの家族。
今回の来訪を推進され、ホームステイも提供さ
れた伊藤、望月両ワイズの持論『国家・政府の関
係よりも個人、人びとの交流こそ大切』を実践し
たひとときでした。
なお今秋の河内クラブ４０周年記念祝会（畠平
実行委員長）には兄弟クラブの韓国・済州とロシ
ア・サンクトペテルブルグからの来訪交流が期待さ
れます。

2015−2016年度

第2回役員会報告

報告：書記・丸尾欽造
日時： 2015年8月27日(木)19：00〜20：45
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、書記・丸尾欽造、会
計・望月強 同・藤井敬子、直前会長・畠平剛
志、連絡主事・杉村 徹、交流・岩坂正雄、地域/環
境・中野義彦、ＥＭＣ・田中惟介、Ｃ班・新本英
二以上１０名
《審議・協議事項》
１．９月例会プログラム
・Ｃ班担当（新本英二、中野義彦、横田憲子、大
谷美佐子、中西進泰）
・ゲストの坂上文一氏（リーダーＯＢ）は勤務日
程の都合で不成立のため、急遽「音楽を楽しむ」
（ピアノ・バイオリン）に変更。詳細については横
田会長がコーディネート。
・司会/新本英二、食事担当/横田憲子、聖句朗読/
中野涌子、食前感謝/新本英二、ニコニコドライバ
ー/当日指名、ネパールのためのミニ・オークショ
ン/中野義彦、尚、このオークションの献品は、諸
般の都合により本役員会出席者によるものとる。
２．１０月ブリテン編集
・巻頭言/箕浦史郎、・ＹＭＣＡニュース/杉村徹・
役員会報告/丸尾欽造、例会報告/中野義彦・ニコ
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ニコテープ起こし/杉村徹・原稿締切日 ９月２６
日
３．クラブ設立４０周年記念祝会準備進捗状況
実行委員長：畠平剛志
・登録者確認
自クラブの出席確認と共に、元
会員への案内状発送を早急に準備する。すでに案
内状を発信しているIBC各クラブの動向は現時点で
未確認。
・準備状況
「40年の歩み」を紹介するプレ
ゼン画像の試写を9月例会日（9月17日）午後5時
に予定。多数の出席をお願いする。
・広報状況
中西部各クラブへは8月上旬に会
長宛て、チラシを送付した。
４．第１９回西日本区大会実行委員会委員の選任
当クラブの担当は会場委員会。田中惟介委員を候
補として選任した。尚、メネット事業部門の委員
の選任についてはメネット会に委ねる。区内各部
会におけるアピール協力については各個に委ねる。
５．ブリテン１２月号と1月号の合併号について
編集・印刷上の日程的理由で委員長から合併発行

NOV.

8

大阪河内ワイズメンズ
クラブ40周年記念祝会
11月8日（日）大阪東YMCA
１３：３０〜１６：３０（昼食付）
登録費5000円

クラブごとにお申込み下さい。 （締切10月15日）

＊お問い合せ、お申込みは会長・横田までお願いします！
TEL06(6768)8818/FAX06(6768)8830

が提案されたが、前期、後期の節目であると同時
に情報の伝達に支障をきたすことを勘案し、従来
通り各月発行することとした。
６、１０月例会プログラム
・Ａ班担当 （岩坂正雄、望月 強、藤井敬子、
田中惟介）
・ファンドの月であることを考慮し、オークショ
ンを中心としたプログラムを準備したい旨、Ａ班
から提案され、了承された。
７．「ＹＭＣＡサンホーム大掃除デー」
・9月27日(日)10：00〜13：00
・清掃箇所 全館（地域交流スペース・居室・廊
下・窓・網戸・外観）
・ワイズは、例会場として使用している6階を担当
することで了解を得た。
８．前年度会計監査報告
監事 新本英二
8月17日、会計帳簿及び収支決算書について、帳
簿並びに関係証票書類に基づき監査した。会計基
準にのっとり適正に処理されていると別紙報告書
及び決算書を添えて報告され、異議なく承認され
た。尚、年々次期繰越金が減少傾向にあり、オー
クションなど収益に努める必要を示唆された。
９．大阪ＹＭＣＡ「安全の日」支援募金
クラブから例年実績通り￥30,000を承認する。
《報告事項》
１．ジャガイモ受注状況
出だしはスローペースですがお早めにご注文下さ
い。
２．大阪ＹＭＣＡチャリティラン2015案内
実施日： 10月12日（月・祝）
会 場： 花博記念公園鶴見緑地特設コース
全体集合時間：8：00AM
担当部署：警備・撤収
第2回実行委員会は明日（8月28日）開催されま
す。詳細は追ってＹサ委員より連絡される。
３．阪和部会（9月12日）登録者確認
伊藤圭介、伊藤玲子、岩坂正雄、新本英二、新本
力子、田中惟介、丸尾欽造、丸尾初子、望月強、
望月治子、横田憲子
４．8月納涼例会会計報告
支出 ￥30,420。 島並圭子様への謝礼金はご献
金下さいました。感謝して受領いたしました。
５．各委員会報告
東北復興支援ツアー参加費￥7,000
10月14日現地集合 参加希望者は中野義彦まで。
以上

大阪河内ワイズメンズクラブ
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★YMCAニュース（ウエルネス）宮本修司
いよいよ台風の襲来に恐怖する時期となりました。
ここ数年近畿地方にも重大な災害が起こっており
ますが、ここを乗り切れば暑さも峠を越し、過ご
しやすい秋を感じる季節となりますね。それまで
気を許さず防災対策、健康予防は常に心がけてお
きたいものです。お身体労わりながら、安全な日々
をお過ごしできますようにお祈りいたします。
さて東ＹＭＣＡのウエルネスセンターも、夏休み
最後の追い込みに入り、４日間のデイキャンプを
残すところとなりました。台風１５号の影響でプ
ログラムの変更も起こりましたが、みんな元気に
アウトドアプログラムを満喫しています。猛暑の続
いた８月ですが、最後の週に気温も少し下がり、
山に川に海に出かける予定になっています。無事に
何事もなくプログラムが終えますように、皆様もお
祈りいただければ幸いです。９月にリーダー共々ご
報告させていただきます。よろしくお願いいたし
ます。

★サンホームニュース

杉村徹

サンホームでは高齢者に対する介護支援だけで
なく、地域の多世代の方々との関わり・繋がり
を深めたいと願っています。9月から12月にか
けて、地域へ向けた新しい取り組みが目白押し
です。今年度から地域のお祭り「五百石まつ
り」に参加させていただけることになりまし
た。10月17日に開催予定です。子どもたちへの
ゲームや軽食販売、介護予防プログラムなどを
行います。同日には「ラン伴（認知症サポート
駅伝）http://runtomo.jimdo.com/」にも職員
が3名参加します。その他にも10月12日の「チ

ャリティーラン」や12月のクリスマス会などが
予定されています。ぜひ、皆様のご支援ご協力
をお願いいたします。

★西日本区強調月間

Menettes★

メン、メネットの皆様、たくさんのメネットに例
会参加を呼びかけてください。楽しい例会にしま
しょう!
遠藤典子メネット事業主任（大阪泉北クラブ）

★編集後記

畠平剛志

納涼例会は様々な方々のご協力ご尽力により、大
成功を収めました。その楽しさの一部でもお伝え
できていれば幸いです。
さて先日、鮎の銛突き漁が解禁されたので、奈良
東吉野村の高見川に行ってきました。（私は突か
ずに、もっぱら水中ムービー撮影を楽しみまし
た。）水は綺麗で鮎も大漁、焼きに鮎飯にと鮎を
たっぷり堪能しました。
ここ東吉野村の村役場前でデザイナーの方が
「OFFICE CAMP」というオシャレなシェアオフ
ィスを開業したところ、日本全国はもとより海外
からも多くの方が訪れるようになったそうで、私
もココに宿泊させてもらいました。（1日使用500
円、布団あり宿泊2,000円）
大阪市内からも1時間半と意外に近く、別天地のよ
うな清流が楽しめます。オススメです！

OFFICE CAMP HIGASHIYOSHINO

メネットさんたちが心をこめて折っ
た折り鶴を長崎に送付する前に、
サウスクラブの部長公式訪問にて
折り鶴をバックに集合写真を撮影
されました。このたび写真の提供
を受けましたので、ブリテンに掲
載させていただきます。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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９月〜１０月の予定
9月3日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜(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~
10月1日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1600〜
10月1日（木） 第7回40周年記年会実行委員会(予定)1700〜
10月15日（木） 例会 18:30~20:30
10月22日（木） 役員会（予定） 1900~
会員数（連絡主事を含む）
内

１8名 ゲスト・ヴィジター出席数

2２名

２名 メネット・コメット出席数

12名

広義会員・功労会員数

特別メネット

2名 今期累計 15,300円

１名 功労会員・広義会員出席数

8月例会出席者数（会員）

14名 7月例会出席者総数

10名

0名 7月役員会出席者数

8名

メイクアップ

8月の出席率

87.5％

7月会員延べ出席者数

９月例会★Menettes★
9月17日(木)18：30〜20：30

18名

演奏者プロフィール
☆ピアノ☆秋月舞
5歳よりピアノを始める。
2004年 ショパン国際ピアノコンクールin ASIA アジア大会
銅賞。ヤマハヤングピアニストコンサート金賞。2005年 ア
ンサンブルコンサートでリリエンベルク四重奏団と協演。
2013年 日本クラシック音楽コンクール 入選。2014年 大学
主催のピアノフェスティバルに出演。2015年 選抜の学内リ
サイタルに出演。現在、京都市立芸術大学 4回生。
☆クラリネット☆新 竜馬（あたらし りょうま）
明星高校普通科卒業。第16回関西高校生管打楽器ソロコンテ
スト第一位。第32回アゼリア推薦新人演奏会に出演。今まで
に、小谷口直子、高橋知己、八段悠子、西川香代、木下信明
の各氏に師事。現在京都市立芸術大学4回生、在学中。

例会担当Ｃ班 新本英二・中野義彦・大谷美佐子・
中西進泰・横田憲子
司会者
新本英二
・ 開会点鐘
横田会長
・ ワイズソング
一同
・ 聖句朗読
中野メネット
・ 会長の時間
会長
・ゲスト、ビジター紹介
司会者
・ 食前感謝
新本ワイズ
・ 食事・インフォメーション
・ 演奏（プロフィール右参照）
・ ミニオークション
中野ワイズ
・誕生結婚記念
・ 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 ９月
１日 畠平 明子さん
３日 杉村 徹君
１３日 岩坂 千種さん
２０日 田中加代子さん
３０日 新本 英二君
WEDDING ANNIVERSARY

9月3日（木）（例会日）予定
16:00〜メネット会
17:00〜４０周年記念祝会実行委員会・スライド試写

第４１期
会 長:横田憲子

副会長:宮本桂子

メネット会新本力子

ク

にこにこ献金

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・宮本桂子
直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

徹

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

：サンホーム

大阪河内ワイズメンズクラブ

東大阪市御厨南３−１−１８
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