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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

【今月の聖句】

さわやかにー

テモテへの手紙（一）６章７〜８節（選・解説

2月4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）

「わたしたちは、何も持たずにこの世に生まれ、世を去るときは何も持って行くことができま
せん。食べる物と着る物があれば、わたしたちはそれで満足すべきです。」ー質素と倹約の心こ
そ、私たちが大切にすべき美徳ですー

巻頭言

「ご縁に感謝！」 中西進泰

河内ワイズメンズクラブに昨年夏に入会させていただき、8月9日には
入会式をしていただきました。きっかけは義兄・篠田桂司の死でした。
義兄が弁護士稼業の傍らで、ワイズメンズクラブ（大阪長野）の活動
を熱心にしていたことは知っていました。会った時には、ワイズの奉仕
活動のことや夫婦で海外に行ったことなどを楽しそうに語ってくれてい
ました。義兄は平成17年にパーキンソン病と認定されてからは年々病状
が進行し、ワイズの活動からも離れていました。姉・篠田利都子の献身的な介護をつぶさに見て
いましたが、その義兄も一昨年5月に長い闘病生活の後に亡くなりました。内々だけで済ませた通
夜、葬儀でたいへんお世話になりご縁をいただいたのが白井春夫・公子ご夫妻（大阪長野）、恵
美奈博光氏（大阪サウス）であり、その後ワイズのみなさんで義兄の偲ぶ会を催していただいた
時に多くの方とご縁が繋がりました。
義兄の死の頃、私は東大阪市議の2期目の選挙（平成23年）に落選をして地域の中で根を張る
活動をしていた時でありました。恵美奈氏のお勧めで河内ワイズの例会にゲストとして参加し、
入会させていただくことになりましたが、義兄の死をきっかけにワイズのみなさんとのご縁が拡
がったことに感謝しております。おかげ様で平成27年の選挙では、ワイズのみなさんからも大き
なお力をいただき議会に復帰することができ、現在元気に議員活動をさせていただいています。
無私の奉仕の精神をもって地域社会に貢献するというワイズメンズクラブの理念は、政治家と
しても最も大切なものであり、衿を正してワイズメンズクラブの名に恥じない政治活動をしてまい
ります。これからもよろしくお願い申し上げます。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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1月例会報告

報告 望月 強
PM6:30〜8:30

日時：2016年1月21日
場所：サンホーム6階
出席者 メン
岩坂正雄 佐古至弘 新本英二 杉村徹 田中惟
介 畠平剛志 藤井敬子 丸尾欽造 宮本桂子
望月強 橫田憲子
メネット 大藪暢子 新本力子 丸尾初子 望月
治子 初田真佐子
今年度初めの例会は次期役員選挙の月です。河内
クラブのメン・メネットで行われました。司会は
田中メン、橫田会長の開会点鐘で始まり、続いて
会長より,西日本区大会での河内クラブの役割であ
る誘導について、話がありました。
インホメーション、丸尾らくらく登山委員長から
登山の実行日は4月24日に決定しました、第一回
実行員会は2月4日サンホームロビーにてpm5:30
から行います。全てのメンバーに協力要請をしまし
た。杉村施設長からクリスマス献金のお願い、こ
の献金はワイズを含む多世代交流に使います。シ
ニアのための海外ツアーとして、メルボルンとハワ
イの２コースの紹介、ハワイツアーは杉村施設長が
担当します。地域他世代事業として棒サッカー大会
の説明と紹介がありました。田中記念誌編集員長
からゲラ刷りの冊子が紹介され回覧しました。
畠平選挙委員長より次期役員の信任投票が行われ
原案通り全員の信任が得られました。
会 長 宮本桂子
副会長 畠平剛志
書 記 田中善之
書 記 橫田憲子
会 計 望月強
会 計 藤井敬子
ミニオークション、昨年末、会場の都合で出来ず
１月例会で行いました。丸尾メンの軽妙な話術に
のせられ新年の初笑いをしながら高値で落札し全
て完売しました。
金額 ３５，５００円

大阪河内ワイズメンズクラブ

大藪メネットと初田メネットのコンビでニコニコ
献金をいたしました。最後に宮本副会長よる閉会
点鐘で閉めました。

ニコニコ語録

テープ起こし：杉村徹

2016年1月21日 にこにこ記録
▷佐古さん 12日から明日までサンホームで利子
メネットがお世話になっている。部屋の中でも気
温3度くらいで（生駒）、ここに来て助かってい
る。10日間も預かっていただいて、自分も助かり
ました。また頑張っていきたいと思う。
▷新本さん 本日販売始まる前に、ポケットから
出したのは2000円。買ったのは1900円分。100
円残りました（笑）。ありがとう。
▷岩坂さん 新本さんが元気そうに、お腹の手術
が今時珍しく、割腹された（笑）。昔ながらの男
子の様で無事に戻られて、本当に良かった。
▷田中さん いつもはトリなんだが、今年正月に
決めたことは、「ワイズライフを楽しもう。楽し
くないことはしない！」を宣言してこの一年頑張
ろうかなと思う。
▷横田さん 新本さん、お元気になられて、早い
回復でびっくりしている。おなかから声を出した
り動けたりできないものなのに、さすが違うなと
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大藪暢子 新本力子 丸尾初子 望月治子
西日本区大会のメネットさんにお渡しする、お
土産袋を製作致しました。

思いました。
▷宮本さん 今ね、ポケットに入れていたはずの
千円がどこに行ったか…。オークションを楽しま
せていただいた。ありがとうございました。
▷畠平さん 石切パンゲアでコンサートを開い
た。30人くらい集まってにぎやかに過ごした。民
族楽器ノカリンバを買ってきました。疲れた時に
聞くと、癒されます。
▷望月メネットさん 次期役員頑張ってくださ
い。
▷丸尾メネットさん 今日はありがとうございま
した。役員さんも頑張ってください。
▷新本メネットさん 楽しい時間をありがとうご
ざいました。メネット会でもいろいろと教えてい
ただいてありがとうございました。
▷丸尾さん 暮れから、一年ぶりに新年合同例
会。どうぞよろしくお願いいたします。
▷望月さん 下の方はつよしといいます。よろし
くお願いします。内輪だけでやった例会は珍し
い。ワイズ以外でも誘ってきていただいて、緊張
感を持っていたい。ＥＭＣとして頑張ろうと思え
ば、楽しい倶楽部にしないといけないと思いま
す。
▷藤井さん 新年早々遅れてしまってすみません
でした。また今年もよろしくお願いします。
▷杉村さん オークション楽しかったです。サン
ホームの若い職員にも、リーダーにも声をかけてい
ただければと思います。よろしくお願いします。
▷大藪メネットさん 新本さん、こんなに早く回
復されて感動しました。主人も爪の垢を煎じて飲
ませて。。（笑）ヨレヨレしています（笑）。
▷初田さん ただ単に、新年の挨拶と思ったんで
すが、みんな、にこにこ笑っていて、変な雰囲気
だったんです。（お役は）受けられません（笑）
メネット会報告 2016/01/21
例会に先立って4時からサンホーム6階で開催され
ました。
出席者 伊藤玲子 中野涌子 初田真佐子
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阪和部メネット交流会へのお誘い
日時 2016年4月5日（火）
場所 菊水楼・食事のあと奈良町散策予定
集合場所 近鉄奈良駅「行基さん」前
時間 午前11時集合
参加費 ３，５００円 当日
振るってご参加を・・メンの参加も歓迎
2015/2016年度第８回（1月）役員会報告
報告：書記・丸尾欽造
日時： 2016年1月28日(木)19：30〜20：40
場所： 大阪東ＹＭＣＡ サンホーム 1F
出席者：会長・横田憲子、副会長・宮本桂子、書
記・丸尾欽造、会計・望月 強、新本英二、
ＥＭＣ・田中惟介、畠平剛志、杉村 徹、望月治子、
丸尾初子、箕浦史郎（中途退席） 以上11名
《審議・協議事項》
１．２月例会
例会日時：2016年2月18日 18：30〜20：30
担当：B班・佐古・畠平・丸尾・宮本
司会：畠平剛志 、聖書朗読：丸尾初子、食前感謝：
佐古至弘、食事担当：丸尾欽造、例会報告：宮本
桂子、ニコニコ：当日指名、テープ起こし：杉村
徹。各自使用済み切手を持参すること。
卓話：「東大阪市あれこれ」スピーカー・中西
進泰君（東大阪市議・河内クラブ）
２．３月メネット例会
3月17日
例会担当：C班・新本、中野、横田、大谷及びメネ
ット会。プログラム案の確認：現時点では詳細未
定。ビジターの方々に楽しんでいただける内容に向
けて企画したい。音楽も検討中。
３．３月ブリテン
巻頭言：新本力子、Ｙニュース：宮本修司、サン
ホームニュース：杉村徹、役員会報告：丸尾欽造、
ニコニコ起稿：杉村徹、例会報告：宮本桂子
原稿締切日：2月26日、発送日：3月3日
４．西日本区各事業支援献金の拠出について
ＢＦ献金を除く各献金・支援金は目標額とする。
５．「らくらく車椅子登山」諸事項の確認
打ち合わせ会で確認した次の事項が承認された。
①登山プログラム実施日：4月24日(日)
②実行委員：横田、中野、望月、丸尾、杉
村、下村、松尾
③実行委員長：丸尾欽造
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④第1回実行委員会：2月4日(木)17：30〜
６．４０周年記念祝会の評価会及び諸事項確認
評価会は慰労会とした。収支会計報告は
現在集計中と会計（望月強）から報告された。
７．クラブ研修会プログラムについて
宮本委員から次の通り発表され承認された。
①実施日時：4月10日(日)10：00〜15：30 ②
場所：石切パンゲア ③テーマ：「今後のロビー展
について考える」④会費 ￥1,000 ⑤クラブ予算
￥20,000。 尚、その他の詳細は別紙に委ねる。
８．その他
「次年度の次々期理事候補者推薦」の公示が理事
候補者指名委員会より連絡がありました。
《報告・連絡事項》
１．西日本区大会準備状況報告及び登録者現況確
認
当日のスタッフ用ユニフォーム（赤ポロシャツ）
は1枚至急される。二枚目は￥2,000。
登録申込書は会長に提出し一括集約の上クラブ単
位で申込する。 （横田憲子）
２．４０周年記念誌原稿
20周年誌と同程度の頁数とした。冊数は250冊と
する。パットプリントに見積り依頼済み。（田中）
３．次期会長・主査研修会（3月12〜13日）出席
確認 次期会長・宮本桂子、次期国際/交流主査・
丸尾欽造以上2名出席。
４．阪和部ＹＹＹフォーラム（4月３０日）参加者
確認
現時点での参加確認者・ 丸尾欽造
５．周年記念例会案内
① 大阪土佐堀
4月2日(土) 11：00 ＫＫ
Ｒホテル大阪
登録費 ￥10,000
② 大阪サウス
5月7日(土) 13：00 たか
つガーデン
登録費 ￥8,000
以上

大阪河内ワイズメンズクラブ

新年合同例会報告
横田憲子
２０１６年1月9日（土）12時より上本町「たか
つガーデン」にて第27回阪和部新年合同例会が112
名の参加で開催された。大阪・奈良・和歌山ＹＭ
ＣＡ各総主事を迎え、いつもの赤いブレザーの理
事はじめ次期岩本悟理事 河合久美子Ｙサ・ユース
事業主任 小野勅紘ＥＭＣ事業主任・川上孝司地
位奉仕事業主任も加わり、河内クラブからは11名
の参加であった。
まず阪和部8クラブの会長が壇上に上がり林部長
を囲んで開会点鐘で始まった。大阪ＹＭＣＡ末岡
総主事・理事・部長の祝辞の後、前期6人の新入会
ワイズと共に会長が登壇し、わがクラブ中西進泰
ワイズを紹介させていただく。続き紹介者の恵美
奈博光ワイズとお姉さまの篠田利都子特別メネッ
トも司会の鷲谷糸津子メンより紹介があった。そ
して「阪和部はひとつ！」の林部長の唱和があり、
参加クラブの紹介となった。
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アトラクションはかわいい寺田ちはるさんのア
コーディオン演奏で踊るワイズ・歌うワイズなど
で1つになる楽しい新年となった。
その後アピールがあり、西日本区大会では阪和部
から100名の参加者を目指して力強く行われた。
この大会ではサウスクラブと泉北クラブがサポー
トクラブとして準備に奮闘されているにもかかわら
ず、この新年宴会そして5月のサウスクラブ60周年
とお忙しい中、阪和部のクラブを中心とした新年
合同をご準備されお疲れ様でございました。河内
クラブよりの参加者は新本英二・力子
佐古至弘
田中惟介 中西進泰 望月強・治子 丸尾欽造
宮本桂子・善之 横田憲子でした。

りました。また、今後もハチ高原や箱館山でスキ
ーキャンプや雪遊びキャンプを控えています。リー
ダーたちもトレーニングを行い、ミーティングを重
ね、子どもたちとの活動のために頑張っています。
いつも、ワイズメンズクラブの皆様に「がんばり
や！」「いつも頑張っているね！」とお声がけし
ていただくことがとても嬉しく、励みになりま
す。
今後もリーダーともどもよろしくお願い致します。

★西日本区強調月間

TOF・CS・FF★

あなたの奉仕で世界は変わる
川上孝司地域奉仕・環境事業主任
（京都パレスクラブ）

★編集後記

★サンホームニュース

杉村徹

1月下旬からのとんでもない寒さのために、イン
フルエンザが流行の兆しです。サンホームでは
昨年度インフルエンザや感染性胃腸炎に複数の
方が罹患し、蔓延を防ぐために様々の取り組み
をしました。今年は、罹患者を０にするため
に、マスクや手洗い、各階の消毒剤噴霧を行っ
ています。そして、何より大切なことは、職員
一人一人の感染防止に努める意識の向上。安全
に安心して暮らしていただけるように取り組ん
でいます。
みなさん！外出の後の手洗いとうがいをお忘れ
なく！！

★YMCAニュース（ウェルネス） 切通菜摘
新しい年を迎え早くも１ヶ月が経ちました。
いつも私たちの活動を支えて下さり、感謝申し上
げます。さて、今年の冬は暖冬と言われています
が、年末には全大阪から小学１年〜高校３年まで
の約３００名の子どもたちが集まり、信州方面に
て４泊５日のスキーキャンプを行いました。５日
間の思い出は、子どもたちだけでなく私たちスタ
ッフやリーダーにとってもかけがえのないものとな

大阪河内ワイズメンズクラブ

いつもブリテン編集にご協力ありがとうござ
います。今月は皆様、比較的（笑）締切順守に
ご協力いただき、スムーズに編集ができまし
た。今後ともよろしくお願い致します。
さて、私が参加している薪割りグループに最
近、「地元の古墳に木が生えて、根が石棺を壊
しそうなので何とかならないか？」という依頼
がありました。この古墳は集落の里山として管
理されていましたが、もう木を切って使う人も
おらず、古墳を文化財として管理する教育委員
会にも予算がなく、困った所に我々のことを聞
いて依頼があったそうです。
浮世絵や、明治期の写真、それに今の北朝鮮な
ど「薪を使った暮らし」をしているところの里
山というのを見ると、どれもいわゆる「ハゲ
山」なんですよね。里の人が寄ってたかって木
を切って使ってハゲ山にしていたわけです。
（それが「動物のテリトリーである山林」との
境界にもなっていたんでしょう。）ところがそ
ういう活動をしなくなり、権利だったものが重
い義務となり、それも担えなくなってしまい
「木の豊かな里山古墳」がおそらくこの1000年
来初めて出来上がってしまったわけです。
依頼に応えて作業しながらも「奉仕活動とい
うのも社会のありかたと無縁ではいられないよ
なぁ」と改めて思った次第です。
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２月〜３月の予定
2月４日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
2月18日（木） 例会 18:30~20:30
2月25日（木） 役員会 1900~
3月3日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
3月12~13日 次期会長・主査研修会
3月17日（木） 例会 18:30~20:30
3月24日（木） 役員会（予定） 1900~

会員数（連絡主事を含む）
内

HAPPY BIRTH DAY ２月
１２日 畠平剛志君
２６日 大藪芳教君
２７日 丸尾欽造さん
WEDDING ANNIVERSARY
３日 丸尾欽造・初子夫妻
４日 伊藤圭介・玲子夫妻
４日 新本英二・力子夫妻
１５日藤井敬子・中夫妻

0名

１8名 ゲスト・ヴィジター出席数

広義会員・功労会員数

特別メネット

１月例会出席者数（会員）
メイクアップ

1月の出席率

にこにこ献金

２名 メネット・コメット出席数

5名 14101円

１名 功労会員・広義会員出席数

1名 今期累計 89,412円

10名 12月例会出席者総数

16名

0名 12月役員会出席者数

4名

12月会員延べ出席者数

67％

20名

２月例会 TOF・CS・FF
２月１８日(木)18：30〜20：30

☆☆使用済切手、お年玉年賀はがき

会場：サンホーム6F
担当：B班・ 佐古・畠平・丸尾・宮本
司会：畠平剛志
開会点鐘：横田会長
ワイズソング：一同
ビジター紹介：司会
会長の時間：横田会長
聖書朗読：丸尾初子
食前感謝：佐古至弘
食事、歓談
インフォメーション
会員卓話：中西進泰「東大阪市あれこれ」
結婚誕生祝い
ニコニコ：当日指名
YMCAの歌：一同
閉会点鐘：宮本副会長

当月はファンドの月です。

第４１期
会 長:横田憲子

副会長:宮本桂子

：サンホーム

ク

なお、本年のお年玉年賀はがき３等
の当選番号は末尾二桁が６９と９０
です。

２月メネット会
例会前1630からメネット会を行います。メ
ネットの皆様、ご参加よろしくお願いします。
大阪堺クラブの2月例会の変更
２月１８日（木）１８：３０〜２０：３０
場所：中央区博労町３−６−７
御堂筋三都ビル
㈱コーディネーションフォーラム 会議室
℡ ０６−６２４１−００２７

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・宮本桂子

メネット会：新本力子

例会場・役員会場

当選切手を例会にお持ち下さい☆☆

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

東大阪市御厨南３−１−１８

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/

大阪河内ワイズメンズクラブ
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