
巻頭言　　「おかげさまで」   新本力子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 
　お陰で3月のメネット例会のこと皆で話し合いをし
て開くことが出来る運びとなり感謝です。 
チャーターメンバーのメネットの一員として、多くの
人と出会うことになって、月一回の学びの会が40年
という年輪のメネット会を迎えることになりました。 
　岩坂先生のご指導で聖書を選んでいただいています。

　高年となり、阪和部の中にもメネット会はないクラブのふえている中で皆様と元気なメネット
会に力を頂いていますことは、うれしいことです。 
　昔の合同８ワイズメネット会に河内メネット会長としてまだ私も４０年若かったのですが交通
事故にあったり、自分のことをするのも大変な私に、息子が家を新築してくれて今は大変快適な
家となりました。 
「産んでくれても親でない育ててくれしを親にする」母がよく口にしていた言葉を思い、ここまで
育てて下さった神の愛を感じています。 
息子も苦労したと思います。 
色々な学びの時をありがとうございました。 
４月５日火曜日阪和部メネット交流会が近鉄奈良駅近くの「行基さん」前に集合します。メンの
参加も歓迎です。交流をふかめましょう。 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２０１6年3月報　　  　　Vol. 485　　　3月3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 

【今月の聖句】　　　　　マルコによる福音書12章43～44節（選・解説　岩坂正雄） 
「この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有り
余る中から入れたが、この人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて入れたからある」-
裕福な者の慈善ではなく、共に生きる分ち合いの心こそ、献金・寄付の精神ですー 



２月例会報告　　　　　　報告者　　横田憲子 

日時：2016年2月18日　ＰＭ６：３０～８：３０ 
場所：東ＹＭＣA　サンホーム6階 
参加名：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・横田憲子　メネット大藪暢子・
新本力子・丸尾初子・望月治子・初田眞佐子　　
ビジター　今井利子（なかのしま）・浅田学（泉
北）・小池晃（サウス） 

2月ＴＯＦ例会は司会が畠平剛志メン、開会点鐘と
ワイズソングで始まりまる。ビジターの浅田学メ
ン（泉北）・小池晃（サウス）は西日本区大会で
阪和部ではクラブ全員参加を願ってのアピールです。
大会当日着用する、遠藤理事のトレードマークと
同じ赤色ポロャツの見本を用意された。大会8０0
名を目指して２月・3月の阪和部各クラブ訪問であ
る。 
　丸尾メネットの聖句朗読から会長の時間では西
日本区大会当日の河内クラブ担当会場係での道案
内の概略説明があった。ＪＲ“大坂城公園”からツイ
ンタワーやＩＭＰホールへは分かりやすいが、京
阪線・東西線を利用される参加者の方々には京橋
駅からタワーへの連絡口とツインタワーの中での
不安な部分があることを理解していただいた上で1
度下見も必要かということとなる。 
　佐古メン食前感謝に続き丸尾メン用意のパンを
頂き、今日の例会のスピーチを今期8月例会に入会
された中西進泰メン「東大阪市あれこれ」と題し
てお願いした。昨年9月より東大阪市議として再び
活躍される機会を得られ、私たち市民の立場・議
員との関わり　反対に議員側から市民とどう向き
合うかを立場が違うように見られるが「地域課題
に向き合う」という大事な立場は同じであること
をまず指摘された。地方議員の立場として、1に議
員は地方も国会も大切な問題と取り組んでいるこ
とは同じで、市民との密接さが異なること。2に市
民のこうありたいという要望を聞き、行政のチェッ

クをすることが主
な仕事であること。
お互い相手の要望
や説明を良く聞き
公平性と平等性を
持って、役所の職
員・市民・議員と
のやり取りの中で
改善を実現してい
くため努力されて
いること。今各地
で頭を抱えている
共通問題として「私
有地と公有地との権利の違い」「ゴミ屋敷問題」・
「所有者不明の土地での大木落葉の堆積や小動物
の住みか問題」など私たちの暮らしに直結する問
題解決に工夫と決断の事例を挙げ政治判断をくだ
して行動することを話された。時間と根気のいる
お仕事と理解し、今後のご活躍も私たちの生活と
繋がっているのでよろしくお願いいたします。ニコ
ニコは大藪メネットが手を挙げ、杉村連絡主事が
記録担当を受けてくださる。　 

ニコニコ語録　　テープ起こし：杉村徹 

▷横田さん　今テレビ
で政務活動費が取り上
げられている。中西さ
んにはよく活動されて
いるので、十分に生か
されていると思いま
す。 
▷中西さん　これから
議員として頑張りま
す！ 
▷小池さん　40周年記
念祝会は良かった。そ
れ以来です。よかった
です。 
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▷朝田さん　来月もよろしくお願いします。 
▷今井さん　例会前のメネット会に参加しまし
た。頑張っておられました。 
▷新本さん　あんた顔色がよろしいなと周りから
言われる。元気になっています。 
▷佐古さん　家内が、ここ10日ほど調子が悪く
て。今日からサンホームでお世話になっています。
庭の木をバサッと伐りました。齢いったら伐れま
せん。 
▷岩坂さん　東大阪市政の勉強になりました。い
ずれ市長職あれこれを聞かせていただけるように
ご活躍ください。 
▷丸尾さん　東大阪市の消防署の方が来られお話
しされた。消防の方が詳しいのは道路事情であっ
た。その時に2つ日本一をお話しされた。日本一の
幅員道路があることと平均幅員が一番狭いこと。
今日は顔いっぱいの誕生日祝いをもらってよかっ
た。同じ誕生日の人が2人。一人は長谷川一夫。一
人はエリザベステイラー。なんか共通点ありませ
ん？（笑）おあとがよろしいようで、、、。 
▷望月さん　口を開けたらEMC。あと半年言い続
けます。 
▷藤井さん　本日結婚記念をいただきました。2月

15日生まれの子ども
が3人いて、お子さん
の誕生祝をたくさん
出してきました。 
▷新本メネット　来
月はメネット例会で
す。よろしくお願い
します。 
▷丸尾メネット　身
近に考えないといけ
ないこともよく分か
りました。中西さ
ん、ありがとうござ
います。結婚祝いあ
りがとうございま
す。毎年（！？）2
月3日が結婚記念日
です（笑）。今年も
巻きずし、22本巻
けました。来年も巻
けたらいいなと思い
ます。 
▷大藪さん　主人の
お誕生日祝いありが
とうございます。2

月26日生まれです。生まれた一年前が二二六事
件。その生まれ変わりと言っています。 
▷初田さん　一人住まい。婿は帰って来ないと言
っているし。民生委員が年に2回くらいかな、来て
くれますし。こういう場に出て楽しんでします。 
▷望月メネット　今日は中西先生ありがとうござ
います。金物団地の公園の木も切ってくれません
か？生えている根っこは公園外で、ダメなのかもし
れません。 
▷田中さん　今日はありがとうございました。昨
日、親父の確定申告行ってきました。その事務
員。私に「ご本人さんですか？」と聞くんです。
104歳の爺さんと72歳のおじさん。区別つかへん
か？と思う訳です。箕浦さんが言っていた「若者に
とっては、45歳以上は皆同じ」（笑）。そして、
私はチョイ悪親父なんです。こんなぐらいでいいで
すか？ 
▷畠平さん　先月のブリテン編集後記にも書かせ
てもらいましたが、古墳の上に生えている木を伐
採しています。仲間がプロの林業家で、特殊伐採と
言って民家の屋根などにかかった木などを切る仕
事をしています。ご用命あればどうぞ。 

2015/2016年度第９回（２月）役員会報告 
　 
2016年2月25日(木)19：00～20：20 
出席者：横田憲子、宮本桂子、望月　強、新本英
二、藤井敬子、田中惟介、中野義彦、杉村徹、畠
平剛志、丸尾欽造 
Ⅰ《 審議事項》 
１．3月例会　　3月17（木）18：30～20：30 
担　　当：　A班に変更　　　　　　　 
開会点鐘：新本力子 
司　　会：　大藪暢子　　　　　　　  
聖書朗読：伊藤玲子 
食前感謝：　新本力子　　　　　　　　 
食事担当：メネット会 
ニコニコ：　中野涌子、丸尾初子　　 
例会報告：メネット会 
閉会点鐘：　初田真佐子　　　　　　　　　　　　　 
２．4月ブリテン 
巻 頭 言 ：中野義彦　　　　　　　   
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 
原稿締め切り：　3月　25日　　　　　  
ブリテン発送日時 ：4月　7日 
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３．4月例会　(Ｙサ・ＡＳＦ月間） 
プログラム案の確認　（C班・新本・中野・横田・
大谷・中西） 
４． 「らくらく車椅子登山」諸事項の検討　別紙 
開催日　4月24日(日)　　　　 
①　第二回実行委員会　 　3月3日(木)　 17：30　　
サンホーム 
②  実行委員の補充　　 宮本桂子次期会長　 
③　役割確認　　　　別紙確認 
５．ＹＭＣＡユースリーダー卒業記念について 
リーダー報告会　　3月19日(土)　10：00AM～
12：00 
卒業生　桝井佑梨子さん、福家可那子さん　の2名 
記念品は名刺入れとする。調達は田中惟介。 
６．ブリテン印刷方法の変更の件 
諸般の事情で今後の印刷は「ネット発注」とする
方向で取り組む。4月～5月号は試作発注とする。
尚5月の発送日は5月12日とする。 
７．西日本区大会に関する事項 
会場周辺アクセス道の下調べ実施について 
日時は希望として6月としながらも、その他メネッ
ト会のプログラムの関係もあり、詳細については
メネット会と協議し決定する。 
７．その他　　　 
①宮本桂子副会長の「輪」の施設竣工のお祝いと
して花を贈ることで決定。 
②台湾地震救援募金については、地域性規模であ
ることからYMCA同盟からの支援要請がなされて
いないことから支援金の取り組みはしないことで
決定した。　　 
Ⅱ《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　2月25日現在　20名の登録希望者を確認し
た。　　　 
２．西日本区大会スタッフ用ポロシャツサイズ試
着　サイズ決定者は横田憲子会長に申し込むこと。
３．「４０周年記念誌」の進捗状況 
印刷様式として、①モノクロ印刷　②カラー印刷の
両案がしめされたが、編集者の希望を考慮し、概
ね予算の範囲と判断しカラー印刷と決定した。（審
議事項） 
４．東ＹＭＣＡ・サンホームボランティア感謝祭出
席者確認（3月12日(土)18：00～）  
参加確定者：横田憲子、丸尾欽造、望月　強　 
５．阪和部ＹＹＹフォーラム　（4月30日(土)14：
00南ＹＭＣＡ）参加者確認 
参加確定者：宮本桂子、丸尾欽造　　以上 

阪和部　第2回主査・委員長会、第3回評議会 

日　時：2016年2月20日(土)13:00～16:05　　
場　所：大阪南YMCA１階会議室(主査・委員長
会)、ライブラリー(評議会) 
[第2回　主査・委員長会]　出席者：12名　各主
査・委員長から、活動報告や今後の予定の発表が
ありました。 
[第3回　評議会]　出席者：合計30名(定足数　成
立)　　議案、報告は次のとおりです。　 
(議案)・第1号議案　第2回評議会議事録の承認に
ついて　[承認]　　　 
・第２号議案　次期における次々期阪和部長の選
出について　[全員の拍手]　　各クラブに立候補の
確認を行いましたが該当者がなく、輪番制に基づ
き大阪河内クラブから阪和部長選出をお願いしま
した。　横田憲子会長から、大阪河内クラブに持
ち帰り部長選出について善処するというお話があ
りました。　　　 
(報告)　・阪和部会計中間報告　　・阪和部新年合
同例会(1/9)余剰金　53,203円　全額阪和部会計
へ　　・東日本大震災5周年の集い(3/5)の案内・
YYYフォーラム(4/30)の案内・第4回和歌山
YMCAインターナショナルチャリティーラン
(5/22)のご案内　　阪和部から支援金(25,000円)
をお預かりしました。・第19回西日本区大会
(6/25～6/26)への協力依頼・阪和部報　第2号 
近日中に発行予定　第３号　原稿締切り5/22(日)
　発行6/18　　・追加報告　恵美奈博光ワイズ(大
阪サウスクラブ)からミャンマーの現状報告書配布
と現地YMCAへの支援依頼がありました。 

★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 

『棒サッカー大会開催！！』 
多世代プログラムとして棒サッカー大会を開催
し、参加者47名、スタッフ6名が必死にボールを蹴
り（!?）ました！ 
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「ヒートアップしますから気を付けてください
ね！」と『棒サッカー協会（豊中市）』」の方が
何度もおっしゃっていたのですが、開始のホイッス
ルが鳴った途端にその意味がよーくわかりまし
た。 
子どもだけではなく、大人も真剣勝負！ 
椅子から腰をあげてはいけないルールでしたが、
必死にボールを追うと、知らず知らずのうちに立ち
上がっていて、ファウルを取られる場面も多々あり
ました。そんな白熱する試合を６試合も行いまし
たが、どなたもケガすることなく無事に全試合を
終えることができました。 
回収したアンケートは、全て「次回も参加した
い」に丸がつけられていました。 
うれしい限りです！ 
今回は参加費を無料としましたが、最後に呼びか
けさせていただくと支援金として8,017円のご協力
をいただきました。 
次回はワイズメンズクラブの皆さんも、ぜひご参
加ください！ 

★YMCAニュース（ウェルネス）　宮本修司 

今年は桜の開花季節も例年通りで３月終わりぐら
いから全国的に広がっていく予報がでていまし
た。少し寒さも和らぎ、過ごしやすくなってきた
かな?と思いきや、インフルエンザが猛威を振るっ
ている状況ですので、皆様健康には十分注意いた
だきますように。そして、また新たな年度を迎えた
いですね。 
桜の季節は別れと出会いの季節ですが、2015年度
も２名のボランティアリーダーが巣立っていきま
す。両名とも４月からは教員として、各々の地域で
活躍することになっております。このYMCAでの
リーダー活動が、今後の仕事の参考となり、多くの
子どもたちが育まれることを祈ります。現在の学校
教育の現場でも、多くの問題が浮き彫りになって
おり、子どもたちを含めて多くの保護者も不安を
抱えていると思われます。今年卒業のリーダーなら
きっと、子どもたちに寄り添い、明るい知的社会
の形成に努めてくれることと思います。これこそが
大阪YMCAの使命!リーダーみんな頑張れ! 
是非これからも応援よろしくお願いいたします。 
最後に、私宮本も４月から異動が決まっておりま
す。短い期間でしたが、久しぶりに東YMCAに居
れたことを幸せに思います。ありがとうございまし
た。今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻よろしくお
願いいたします。 （東ＹＭＣＡ　宮本修司） 

★編集後記　　　　　　　　　畠平剛志 

いつもブリテン編集にご協力ありがとうござい
ます。役員会報告の方でも書かれていますが、
来期よりブリテンの印刷をネット印刷に切り替
えることを計画しています。ただ、納期やコス
ト、誌面の制限などの問題などもあり、本当に
スムーズに移行出来るのか、今期にテスト印刷
なども行いまして、試行してみたいと考えてい
ます。原稿文字数の設定や締切の厳守など、ご
協力よろしくお願いいたします。 
さて先月号で、地域住民の要請で古墳の木を伐
採していると書きましたが、ちょうど２月の会
員卓話で古墳の木が邪魔になっているという話
が出、日本全国どこも同じような悩みがあるも
のだと感心しました。 
実は、その切った丸太などを使ってオフロード
バイクレースのコース構築を先月からキコリ仲間
とともに行っています。丸太で障害物を作る
と、出走者の皆さんが大喜びで飛び越えたり、
コケたりするわけです。（要は、アホの遊びで
すわ。下の写真のような状況でした。） 
直近では３月２０日に河内長野駅から徒歩5分の
「プラザ阪下」というモトクロスコースで、
JNCCという500台ほどバイクが出走する大きな
レースイベントがあります。かなり迫力あります
し、なかなか町中でオフロードバイクレースを
見る機会もないかと思います。石切パンゲアか
らも豚汁販売のブースを出す計画をしています。 
入場料も1000円と格安ですので、ぜひ一度おい
でください！ 

←もちろん、
出走もしまし
た。モトクロ
ッサーではな
く、カブで。 

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１６年３月報  5



大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１６年３月報  6

会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 3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 16875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 106,287円

2月例会出席者数（会員） 10名 1月例会出席者総数 16名

メイクアップ 0名 1月役員会出席者数 11名

2月の出席率 67％ 1月会員延べ出席者数 27名

３月～4月の予定 
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~ 
4月7日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
4月21日（木）　例会 18:30~20:30   
4月28日（木）　役員会　1900~   

3月例会　JWF 
3月17日（木）18：30～20：30 
会場：サンホーム6F 
担　　当：　A班に変更　 
司　　会：　大藪暢子　　　　　　　  
　　　　　　 
開会点鐘：新本力子 
メネットソング：一同 
ヴィジター紹介：司会 
会長の時間 
聖句朗読：伊藤玲子 
食前感謝：　新本力子　　　　　　　　 
歌声喫茶風に軽食と歌声を・・・ 
ピアノ演奏：西田恵利子 
インフォメーション 
結婚誕生祝い 
ニコニコ：　中野涌子、丸尾初子　　 
YMCAの歌：一同 
閉会点鐘：　初田真佐子　　　　 

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/

HAPPY BIRTH DAY 3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

★西日本区強調月間　JWF★ 

JWFは皆様のご厚意によって支えられ
ています。個人やクラブの記念にあわ
せて献金をお願いいたします。 
高瀬稔彦JWF管理委員長（岩国みなみ
クラブ）

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

