
巻頭言「誕生月に他クラブ訪問しよう！」望月　強 
　 
7月の例会は会長交代式です。その立会人と
して生駒阪和部長が大勢のキャビネットを引
き連れて河内クラブに来訪されました。部長
としてこの一年の抱負をお話しされ、中に「誕
生日には他クラブ訪問をしましょう」と強調
されました。河内クラブメンバーも他クラブ
に訪問し例会出席される方は、限られた人に
なっています。一年の一度、自分の誕生月に
クラブ全員が他クラブの例会に出席すれば、
阪和部の活性化に繋がるように思われました。

何れのクラブでもその月の誕生日の人にはク
ラブ員以外でも訪問者には誕生日の記念品が
頂ける習慣になっています。特に他クラブ訪
問の経験の少ない人に取っては貴重な体験に

なり、河内クラブの活性化にもなりそうです。 
　阪和部にはユニークなクラブがあります、地域的にも、大阪に加え奈良の地と和歌山も
あります。土地により会場の雰囲気も全く違った感覚です。クラブの大小の違いもありそ
れぞれの特色を活かした例会が体感出来ます。クラブによっては例会後の寄り道タイムも
有りYMCAとワイズライフ談義を楽しむ時間が持たれています。大阪には阪和部以外に
中西部が有り、中西部も特色のあるクラブが有り、毎月出席されている今井さんの所属す
る女性だけの「大阪なかのしまクラブ」もあります。メンバーは
女性のみですが例会ゲストには男性の参加も歓迎されます。足を
伸ばして京都部まで行きますと全く違った雰囲気が味わえます。 
　私は他クラブ訪問する機会が多い方だと思います。もし初めて
の経験として訪問の希望されるメンバーが居られれば喜んでお供
を致します。阪和部長が河内クラブに来られた時は部長の公式訪
問であり、部長ご自身の誕生日でもあります。あの歓迎振りを期
待すると少し違っているかもしれませんが、先ずは誕生月には
他クラブに行き誕生祝いをゲットしましょう。　　　 

　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 
クラブ主題　　「継承と改革」Inheritance and Innovation　   宮本桂子　会長 
阪和部主題　　「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」 
　　　　　　　　Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest! 
　　　　　　　　副題「活力ある阪和部に躍進しよう」生駒義範　部長 
西日本区主題　「ワイズ魂で　更なるワイズの活性化を！」 
         　　　　Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit!  
              副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」  岩本　悟　理事 
          Doubling membership through having substantial and active service! 
アジア地域主題　 “Respect Y ’s Movement”　 ワイズ運動を尊重しよう　　　　　　
　　                                             Tung Ming Hsiao 地域会長 
 スローガン　　  “Solidify the Y’s Men Family for Better World”　 
                　　　よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう 
国際会長主題　 “Our Future Begins Today”　 私たちの未来は、今日から始まる　　
　                            　　　　JOAN WILSON　国際会長 
スローガン    “Together We Can Do So Much More” 
　　　　　　手を取り合えば、もっと多くのことができる 
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【今月の聖句】コリントの信徒への手紙（二）4章8節  
「わたしたちは、四方から苦しめられても行き詰まらず、途方
に暮れても失望せず」ーアメリカのオバマ大統領が広島を訪れ、
核なき世界を願って祈りを捧げた。あのヒロシマ・ナガサキ・
敗戦から71年目の夏、平和を求める心をいっそう強くしましょ
うー （選・解説　岩坂正雄） 

会員数（連絡主事を含む） １6名 ゲスト・ヴィジター出席数 19名 にこにこ

内　広義会員・功労会員数 1名 メネット・コメット出席数 7名 今月献金

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 1名 32,300

７月例会出席者数（会員） 13名 6月例会出席者総数 22 今期累計

メイクアップ 0名 6月役員会出席者数 9 32,300

7月の出席率 81％ 6月会員延べ出席者数 21 （円）

８月例会プログラム 
日時：２０１６年８月１８日（木）　 
１８；３０～２０：３０ 
場所：　ホテル　セイリュウ（石切） 
「大阪平野の夕陽と夜景を楽しもう」 
受付・会計：藤井敬子君・望月強君 

司会：横田憲子君 
開会点鐘：宮本会長 
ワイズソング：一同　 
聖句朗読：中野湧子さん 
食前感謝：新本英二君 
インフォメーション 
ニコニコ：当日指名 
YMCAの歌：一同 
閉会点鐘：畠平副会長　 

HAPPY　BIRTH　DAY　8月 
4日　中西伸子メネット 
５日　宮本善之君 
５日　藤井中君 
22日　中野義彦君 
27日　箕浦史郎君 

★西日本区強調月間　YouthActivities★ 
ユースに国境を超えた友情を体験する機会を提供し平和な世
界を築きましょう！堤弘雄Yサ・ユース事業主任（熊本）



★７月例会報告★　記録：田中惟介 
部長公式訪問・役員交代式 
出席者　メン　岩坂・佐古・
新本・杉村・田中・中野・畠
平・藤井・丸尾・宮本・望月・
横田・中西（１３名） 
メネット　大藪・佐古・新本・
中野・丸尾・望月・初田　　　　　　　　　　　　　　　
（７名） 
ヴィジター　生駒義範（阪和
部長）・土肥正明（部書記）・

東雅子（会長）・西岡妙子（メネット主査）・金城清輝・坂本　
智・真弓弘毅　（以上　紀の川）・松岡虔一・寺岡博也・吉田
全孝・吉田芳子・小池　晃（Ｙサ・ユース主査）（以上　サウ
ス）・山田理学（会長）・飯沼　眞・中井正博・遠藤典子　（以
上　泉北）・今井利子（なかのしま）　　石木茉莉・石谷瞳
（リーダー）　　合計出席者３９名（敬称略） 
岩坂メンの司会で、定刻に７月キックオフ例会が開会された。
1７名のヴィジターと２名のウエルネスリーダー、計１９名の客
人で活気のある例会となった。公式訪問の生駒阪和部長は部長
主題に基づき各クラブの地域性を考慮し住民とふれあい、喜び
を分かち合える楽しい会となってこそ、ワイズの活性化につな
がる、と挨拶された。続く役員交代式
も既に6クラブをこなしてこられた故
か、実に堂々とした様子で司式を行
われた。 
宮本新会長は就任挨拶で　部長の主
題を受け地域の中で認知される為の
プログラム企画を打ち出された。 
司会者から　安全の日の意義を説か
れた後ウエルネスリーダーの代表２人
にクラブからの支援金が贈られた。 
　食事・歓談の中盤からインフォメーションが行われた。以下
に列記する。 
①杉村連絡主事：ユースリーダー安全支援金の件。ストラディ
ヴァリ・コンサートの案内。ボランティア体験プログラムと子
供食堂の件。（各件のチラシ配布）②西岡メネット主査：事業
について近日中に連絡する。③小池Ｙサ・ユース主査：YMCA
と共に　を主題にチャリティラン、YYフォーラムに取り組む。
④中井区大会実行委員長：７６０名の参加が有り、赤字を出さ
ずにできた。⑤土肥部書記：9/4（日）部会です。⑥山田泉北
会長：7/28南Ｙで例会、部長公式訪問の最終です。⑦遠藤メネッ
ト：理事に代わり一年間の支援に感謝。⑧中西メン：第７回平
国創生神楽祭の案内。⑨丸尾メン：サンホームスタッフ盛矢君
に代わり、8/21夏祭りへの協力依頼。➉田中メン：納涼例会参
加呼びかけ。⑪佐古メン：じゃがいも10/15着。　　　　以上 
　後のプログラムも滞りなく進行し、定刻に閉会した。 

★にこにこ語録★　　テープ起稿 杉村徹 
▽岩坂さん　今日はたくさんお見えいただいて、ありがとうご
ざいました。 
▽宮本さん　今日はありがとうございました。これからもよろ
しくお願いいたします。 
▽生駒さん　今日も誕生日を祝っていただいてありがとうござ
いました（笑）。歴代の会長や部長がチャレンジということ
を掲げている。これからワイズやＹＭＣＡがどうなるのか、
勉強会を開催しようと思っている。ぜひ思うところをお知ら
せいただくとともに、ご参加ください。 
▽横田さん　40周年をお祝いさせていただいて、中西さんの入
会と2名の退会者が出てしまいました。お支えいただきありが
とうございました。 
▽松岡さん　橿原神宮の駅に行ったら私服の警官がいっぱいで、
「電車乗れない」と思った。みんなが万歳と日の丸ふって、
特急が出て行った。誰が来たのかと聞いたら、皇太子殿下と
雅子さんと愛子さんが来られていたと。惜しかったなぁと。
もうちょっと早く出たらと思って（笑）。 
▽寺岡さん　暑いので止めようかとおもったけど、小池さんが
行こう行こうというので、やって来ました。 
▽小池さん　この前ここで珍しい楽器を買いまして、大事にし
てます。 
▽吉田さん　今日は河内クラブメネット様にお礼を、メンの皆
様もありがとうございました。 
▽飯沼さん　西日本区の会計決算を閉めるのに悩んでいるとこ
ろです。ありがとうございました。 
▽中井さん　西日本区大会ありがとうございました。家内制工
業で、娘のピアノと家内のプレゼンで売り出しております。是
非お願いします（笑）。 
▽山田さん　いろいろとありがとうございました。泉北クラブ
を盛り上げたいと思っています。ご支援をお願いします。 
▽遠藤さん　今期はメネット会長をいたします。よろしくお願
いします。 
▽吉田さん　メネットアワーではお手伝いいただきありがとう
ございました。遠藤主任と共にあちこちカバン持ちをいたし
ました。楽しく過ごさせていただきました。8月の納涼例会も
ぜひ参加いたします。 
▽今井さん　未だに阪和部やら中西部やらわけわからないけど、
サンホームの入所選考委員もしています。次に入る方をここ
のスタッフと選考しています。だんだん難しくなっています。
でも例会に出て楽しんで帰っています。 
▽土肥さん　今年度、阪和部の役員ということで生駒部長の下、
例会を回らせていただきたいと思います。ワイズに関わられ
ている方は、何らかのお役にたちたいと思っていらっしゃる
と思います。皆さんの気持ちに触れることに自分も一緒に歩
みたいと思います。先ほど、皇太子殿下の話、ＩＢＣ、ＤＢ
Ｃは3クラブあります。それで熱海に参りました。続きは常陸
宮ご夫妻にお会いして、ありがとうございましたと顔見て言っ
ていただきました。 
▽東さん　阪和部会を成功させていきたい。よろしくお願いし
ます。 
▽坂本さん　熱海で目の前で皇室の方を拝顔しました。オーラ
があるなと思いました。
今期も頑張ります。 
▽金城さん　今日は生
駒部長のかばん持ち
で来ました。東大阪
で近畿道を降りずに、
ナビが左、左という
ので、大阪市内向い



て、大阪城を見ながら来たもんで、遅れてごめんなさい。 
▽西岡さん　皇室トピックスに続き。至近距離では一番と思う
んです。60㎝ほどの距離に、秋篠宮殿下と紀子さんがいらっ
しゃって、殿下のことは何も言わないのに、紀子さんがきれ
いやったともうしつこく！言ってました。 
▽真弓さん　ワイズに入って15年ほどになります。会長も2回
ほどしております。田中さんが阪和部長されて、初田さんが
いらっしゃって、本当にお世話になりました。 
▽新本さん　今日はたくさんの方をお迎えして、新しい体制の
クラブ例会を開催し大変うれしく思っています 
▽佐古さん　たくさんのゲストに来ていただきありがとうご会
いました。西日本区大会にも出まして、隣のメネットは介護
度４ですがサンホームに来てこうして出てこれています。 
▽田中　吉田さん、ご主人も納涼例会にきていただけますか？
ダメ？残念…（笑）。みなさん出席のご連絡をください。 
▽中野さん　にぎやかな例会でありがとうございます。30人以
上の例会、本当に楽しく過ごしました。 
▽望月メネットさん　たくさんの方に来ていただきありがとう
ございます。 
▽中野メネットさん　たくさんの方に見えていただいて素敵な
例会だと言おうと思ったら、主人に先に言われてしまいまし
た（笑）。 
▽新本メネットさん　本当に楽しい例会をありがとうございま
した。昨年度メネット会ありがとうございました。 
▽丸尾メネットさん　本当に遠くから来ていただいて本当にあ
りがとうございます。紀ノ川クラブさん、たくさん遠いとこ
ろからありがとうございました。 
▽中西さん　昨年入会いたしました。前会長からも入会してい
ただいて良かったと言っていただいた。どの組織も高齢化し
ていると実感する。高齢化率が日本全体で26％を超えている。
この会はたぶん90％を超えている（笑）。かく言う私も64歳
でかろうじて計算に入っていない。しかし高齢者はどんどん
増えて将来40％になると言われている。逆に言うと高齢者が
社会を支えるということです。頑張っていきましょう。 
▽丸尾さん　丸尾初子の旦那です。控えて立たせていただいて
います。39人の方に参加いただいています。1975年に
チャーターしたときの数にほぼ同じです。さらにメネットと
コメットが参加してクリスマス会などをしていた。想像して
いただけたらと思います。毎年齢を重ねて40年たちますと、
年齢は倍に、メンバーは半分になりました。しかし自分で老
人になっていてはだめだと思います。頑張っていきたいと思
います。 
▽藤井さん　さっき少し話していたんですが、枚岡神社はとて
も素敵なところですので、機会があればぜひお訪ねください。

▽望月さん　今日はありがとうございます。生駒部長からいろ
いろと役に立つお話を聞きました。1月生まれの私はあまり祝っ
てもらう機会がないんです（笑）。特に誕生日月には他のク
ラブに行ってお祝いしてもらおうを合言葉に頑張りたいと思
います。 
▽畠平さん　先日の西日本区大会で大阪西クラブの父が奈良伝
賞をいただきました。ありがとうございました。 

▽初田さん　誕
生日のお祝い
ありがとうご
ざいました。
私も後期高齢
者の仲間入り
をしました。
明日は肺炎球
菌の注射に行
きます（笑）。 
▽大藪さん　お誕生日には他所のクラブに行こう。私も1月生
まれなので家族に祝ってもらうことがあまりありません。他
所のクラブに行きたいと思います（笑）。今日はありがとう
ございます。今月の にこにこは ￥32,300－でした。 

★４２期　第２回役員会報告★　　　　記：横田憲子 
2016年7月28日（木）サンホーム６階　７：００～８：３０ 
出席者：宮本・田中・佐古・藤井・望月・畠平・横田 
８月納涼例会：1P参照 
９月ブリテン原稿・８月例会報告：宮本桂子君・８月例会ニコ
ニコテープ起こし：　杉村　徹君・役員会報告：横田憲子君　
Ｙニュース：切通菜摘さん・サンホームニュース：杉村徹君・巻
頭言：杉村徹君　　　　　原稿締め切りは８月２６日厳守 
＜審議事項＞ 
１、      ８月納涼例会 
①       近鉄石切駅でのシャトルバス案内は横田憲子が担当にあ
たる。 
②       備品の準備は田中惟介君が担当する。 
２、      ９月例会 
ゲストスピーカーとして熊本地震支援報告をＹＭＣＡスタッフ
にお願いすることとする。 
３、      サンホーム夏祭りのお手伝いに関しては、プログラム
検討中のため、８月例会に内容が決まっていれば河内クラブが
答えられるようにする。 
４、      ジャガイモ・カボチャ販売について 
　１０月１５日［土］サンホーム到着として、ジャガイモ価格
は１ケース１6００円として４００ケース注文することに決まる。
カボチャ購入は希望者を確認することとする。 
＜報告事項＞ 
１.      新年合同例会進行状況　　　　　　　　　　　　横田 
　２０１７年１月７日（土）１２：３０～１４：３０　たかつ
ガーデンを確認する。お弁当は“徳“の業者で担当の森川さんと
メネットさんを含め打ち合わせを始める段階となっている説明
がある。 
＜連絡事項＞ 
1.  阪和部部会　　　　　　　９月４日［日］　和歌山ＹＭＣA 
2．サンホーム夏祭り　　　８月２１日（日） 
3.   国際大会  　　　　　　８月４日～７日 
4．中部部会　　　　　　　８月２８日 
5.　チャリティラン実行委員会　　　８月１日 

★サンホームニュース★　　杉村徹 
「未来を築く力強い子どもたちを、家庭、地域社会と共に育て
ます」 
大阪ＹＭＣＡの使命の一文です。私たちは地域課題に取り組
み、地域社会と共に歩みたいと願っています。東大阪にＹＭＣ
Ａが誕生して40年以上が経過し、少子高齢化の進展とともに、
ＹＭＣＡが取り組む地域課題も変化しています。ＹＭＣＡサン
ホームが誕生して20年。東ＹＭＣＡの歩みのちょうど半分ほど
になりました。 



皆さん、「子どもの貧困」をご存知ですか？子どもの貧困とは
金銭面の貧困だけではなく、教育を受ける機会や人との関わり
の少なさ等も貧困と言えます。今、日本のあちこちで、この
「子どもの貧困」に対する取り組みが行われています。高齢者
支援施設として誕生したサンホームは、ＹＭＣＡの施設だから
こそ、変化する地域課題を捉え、取り組むことが課せられてい
ます。 
9月からＹＭＣＡサンホームの6階ホールを使って、子どもた
ちへのプログラム（宿題やレクリエーション、夕食の提供（予
定））を始めます。詳細は8月上旬に発表いたします。ぜひご
期待ください！ 

★YMCAニュース★　　　　　　切通菜摘 
いつもお支えありがとうございます。 
7月に入り、夏本番となりました。 
ウェルネスでも、サッカーキャンプ、野外活動のキャンプと
夏のプログラムがはじまり、たくさんのこどもたちやリーダ
ーとの活動の日々が続いています。 
また7月18日には大阪YMCA安全の日を迎え、私たちのプロ
グラムの安全の確認、こどもたちとも水上安全や身の回りの
安全についての確認をすることで、いのちの尊さを考える時
を持ちました。ワイズメンズクラブの皆様にもユースボラン
ティアリーダー安全支援金のご協力をいただき、ありがとう
ございます。 
キャンプでは、たくさんのこどもたちとの出会いの場であ
り、人と人との出会いの中で、ともに育み合う素晴らしい場
です。一人ひとりが輝き、集まるみんなにとってかけがえの
ない思い出となるよう、充実した時を過ごしたいと思いま
す。 

★編集後記★　　　　　　畠平剛志 
ポケモンGoが話題になっています。ゲームといえば屋内で
一人で、というイメージが強かったものが、これは「外に出
て歩く」という外出や運動を促すゲームです。ただそれがゆ
えに「スマホ」「ゲーム」を目にするだけで反射的に叩きた
くなる方々の目に入ってしまうからか、反発も相当あるよう
です。 
海外で新たな文化としてドローン文化が花開きつつある中、
日本は苦情に対応して闇雲にドローンを禁止して文化を殺し
た、という過去の轍を踏まなければいいのになぁと思ってい
ます。願わくば、新しい文化が出てきた時には眉をひそめる
のではなく、ワクワクを共有したいですね！

８月~９月の予定 
8月10日（水）第２例会（ブリテン作業）1400～ 
★日程変更！ご注意ください★ 
8月18日（木）納涼例会 
8月25日　役員会1900~ 
９月４日（日）阪和部部会　和歌山ＹＭＣA 
9月８日（木）第２例会（ブリテン作業）1400～★予定 
９月１５日（木）例会 
９月２２日（木）第２２回大阪ＹＭＣＡチャリティーラン
9月役員会（実施日未定） 

第４2期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:宮本桂子　副会長:畠平剛志　書 記:田中惟介・横田憲子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：初田真佐子　直前会長:横田憲子　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/

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

