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横田憲子

2016年世界の新聞では幾度大きな見出しが躍ったことだろう。
どうしても人間が避けられないのが気候変動による災害が地球上で大きな
被害となり生きるものを苦しめている。又地震も多く突然生活を分断され
ているところもある。
しかし心が痛むのは、人為的なテロと紛争の継続で悲惨な状況になってき
ている。この被害者の多さにどんなに怒りと恐怖を地球上の人間が抱くこ
ととなっていることか。今、世界はこのテロと無差別殺人に緊迫感を持ち、
細心の注意を払っている。特に民族間の紛争や政府が国民に銃を向けてい
る統治者が周りの国の援助を受け、力を持ちその結果、逃げまどう国民を
難民にせざるを得ない状況となりその人数が膨大になってきている。とり
あえずの住まいが国際問題となって2次的な紛争も招いている。どうした
ら彼らが国に帰り元の生活が送れるようになるのか果てしない未来のこと
のような不安がある。世界平和を目指す理想はどこへ行ったのか。又、世
界の注目の的となった、国民が選ぶ2者択一の結果に驚愕もあった。どの国にも変革を望む切実な思いがあるので
しょう。
自然災害では、日本も想定外という大きな災害・地震があった。又、人為的にはわが子・親を近隣住民・知人を
殺す事件も日々多くなり心痛むことである。今年は
特に他国よりミサイルが度々飛来したり、原子力発
電の決断も定まらず、国会で強調される安心安全の

【今月の聖句】【マタイによる福音書5章16節】
あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい
ーワイズの奉仕の精神が発揮されて隣人に仕えるとき、それは光り輝

生活ができるかどうか信じがたい現状にある。

いて、周囲を明るくする。クリスマスを待ち望むアドヴェントの季節

避けることのできる人間の被害の多さに、酉年はど

に入りました。（選・解説

岩坂正雄）

のように変われるのか老婆の心は重い。
2015〜2016年度【主

★西日本区強調月間

EMC-E YES★「Eは新クラブを設立

「継承と改革」Inheritance and Innovation

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！」

すること。YESは新クラブ設立支援に使われます。献金で

宮本桂子

会長

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」

集められた資金の3分の2は、集められたエリアの区で使わ
西日本区主題

れます」山藤哉EMC事業主任（京都グローバル）

題】

クラブ主題

「ワイズ魂で

生駒義範

部長

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs 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
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット
11月例会出席者（会員）
メイクアップ

１5名

ゲスト・ヴィジター出席数

15名

にこにこ

1名

メネット・コメット出席数

8名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

14,000

“Respect Yʼs Movement”

スローガン

“Solidify the Yʼs 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

10名

10月例会出席者総数

19名

今期累計

J

0名

10月役員会出席者数

7名

95,750

スローガン

“Our Future Begins Today”

私たちの未来は、今日から始まる
OAN WILSON 国際会長

“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

11月の出席率

73％

10月延べ出席者数

26名

（円）

ワイズ運動を尊重しよう

Tung Ming Hsiao 地域会長

★10月例会報告
記：丸尾欽造
◆１１月例会はイランの文
化に触れる企画として準備
され公開例会とした。お迎
えしたのは在日のイラン人
の母娘、プーリー・アナビ

始まりでローマ

アンさんとダリア・アナビアンさんの美しいお二人でした。気さ

帝国より早い。

くなお方で近親感をもてたのは、大阪受けするハートに上手な日

現在の大きさは

本語とお人柄なのでしょうか、本物の文化人をお迎えした例会場

日本の４倍、そ

はほっこりとした秋の気に包まれました。

の形はペルシャ

三つのパートに分かれてのプレゼンテーションが用意されていて、

猫の形に収まっ

①イランの楽器「サントゥール」のご紹介と演奏、②映像を通し

ている。「イラ

てみるイラン文化と歴史、③イランのお菓子のおもてなし、とテー

ン」か「ペル

マにあった「千夜一夜のおもてなし」そのものでございました。

シャ」か、どっ

◆「サントゥール」と言う楽器はどんな楽器なの？

ちやね。「イラ

百聞は一見にしかず、楽器だけに「一聞」にしかずとでも言えま

ン」はアーリア

しょうか。台形の薄い箱に７２本の真鍮やスチールの弦を張り、

人の国と言うこ

細くて短いバチで 直接たたく打弦楽器。切れのいい金属性の音質

とであり、でも

でやや残響をもったミステリアスな楽器です。古代、4000年前

作ったのはペル

のアッシリア時代の伝統楽器で、弦は羊の腸から絹糸などの変遷

シャ民族だそう

を経て現在の金属弦になったとのことです。江戸時代には「夜雨

です。正式には

琴」として日本にももたらされたそうですが立ち消えになったと

「イラン」なの

か。現代では、ドラマ「新撰組」のバックミュージックに使用さ

ですが、文化の

れたり、ドキュメンタリーとして現在取り組みされている「興福

お話をするとき

寺の柱画をサントゥールの曲で表現する」ためにボウリーさんが

は「ペルシャ」

作曲中とのことでした。驚くべきは、後にこの楽器がヨーロッパ

と呼ばれるよう

にわたり、ピアノに発展したという「ピアノの祖先」であるとい

です。この辺の

うことです。「ピアノを裸にすればサントゥール」と話された意

ことから後の歴

味が理解できます。「五つ木の子守唄」の演奏では、皆さんが引

史的な奥深いお

き込まれて微動だにしない光

話は、走り書き

景は印象的でした。恵美奈博

のメモを頼りに

光さんが、「いつかわたしの

してでは軽々に

ウクレレと合奏させて下さい

文字化するのは

ませんか？」との問いかけに、

避けさせていた

快く「よろこんで」と返され

だきたいと思い

たプーリーさんの「おもてな

ます。西欧化したのは日本と同時期、風土のイメージも日本とよ

し」精神に会場が沸きました。

く似たところをご披露いただいた。テヘランの北側に「富士山」、
標高5000メートルを超えるが、テヘランも2000メートルにある。

◆「イランの文化と歴史」に

スキー場も水泳できるとこも、「生駒山」だってある。農産物は

は奥深いものを感じたのでは

パセリ、キャベツ、人参など原産地はペルシャであり、ヨーロッ

ないでしょうか。

パに渡りシルクロードを経て日本へ到達した。画像に映し出され

各地で講演されているダリア・

た棚田や吉野の桜みたいな杏の花など、日本の風景と何の変わり

アナビアンさんのトーク。西

もない。日本では果物はデザートですが沢山採れるイランでは煮

はアフリカからヨーロッパ、

込み料理になる。出版された「千夜一夜のおもてなし」の料理本

東はロシアからインドまでの

にはこうしたレシピも掲載されている。まだまだ、多くのお話を

広いエリアがイランだった古

いただいたが、紙面の都合も考慮してあとはご出席された皆さま

代、ここに道をつけ交流を発

の記憶に委ねることをお許し願いたい。

達させたのがシルクロードの

◆手作りイランのお菓

できる」という思いを大切に、これからも地域の方が主人公とな

子はエキゾチックなお

る「みんなで唄おう会」を続けてまいります。次回は2月に開催

味でした。

予定です。

最後に、ダリアさんの
手作りのお菓子が会場
に運ばれ、みなさんでい
ただいた。重厚な素材
感と香辛料の豊かな存
在感はエキゾチックなデ
ザートでした。これだけ
でお腹が膨れるのを覚え
ました。配られていた「イ
スラエル料理で初体験尽
くし」の案内チラシに色々
なケーキの写真が目につ
きましたが、どれも珍し
い色合いと異国情緒のあ
るものばかりでした。ま
たの機会に、ダリアさん
のお料理とトークを楽し
ませていただきたいもの
です。

★YMCAニュース★

◆出席者は、河内会員・

１１月の野外活動のクラスは宿泊のキャンプを行う例会でし

11名、河内メネット6名、

た。初めて親元を離れて宿泊を体験する幼児や、小学生などそ

河内コメット・2名、Ｇ

れぞれの対象に分かれてのキャンプでした。秋の自然の中で思

Ｓ・２名、ワイズビジ

いっきり遊び、ごはんを作って食べ、笑顔があふれる宿泊のキ

ター・5名、東Ｙユースリー

ャンプとなりました。

ダー・3名、小阪教会・1

１２月からは冬の特別プログラムが始まります。スキーキャン

名、ティンカーベル・4

プ、雪遊び、集中クラス様々なプログラムを通して子どもたち

名、以上３４名でした。

と実りのある時間になるよう今はミーティングなど、準備を

新本英二兄を亡くし、お

進めていっています。

嬢さん宅に身を寄せられ

また、１２月のクリスマス会ではリーダー会で毎年恒例のペー

ていた新本力子メネット

プサートを行います。ぜひ、クリスマス会に足を運んでいただ

が帰阪され例会に出席さ

き、すてきなひと時をともに過ごせたらと思っています。

れた。例会冒頭、岩坂正
雄さんから新本英二さん
の半世紀の足跡に触れ、
その功績をご紹介する時
間がもたれました。ボウ
リーさんとダリアさんの
心のこもった「おもてな
し」に感謝し、あらため
てお二人のプロフィール
（ブリテン10月号）を読
み返して頂ければと思い
ます。

★サンホームニュース★

杉村徹

11月13日（日）に今年度3回目の
「みんなで唄おう会」を開催し80名
ほどの方で1階ロビーが埋まりまし
た。そしてこの会は、日頃デイサービ
スに来られている唄体操ボランティア
や、1階の喫茶ボランティアのみなさ
んが大活躍の会でした。職員も、事務
所の中井さんがピアノボランティアで
素晴らしい演奏をいただきました。「誰もが誰かを支えることが

切通菜摘

★ワイズ鍋会

12月例会プログラム

11月19日（土）
参加者：岩坂・佐古・杉村・田中・中野・畠平夫妻・丸尾・宮
本夫妻・望月・橫田

以上

12月1日(木)
PM6：3０〜8：30
場所：アウィーナ大阪
会費：5000円

12名

石切パンゲアにて和やかな雰囲気の中、ワイズ鍋会が実施され
ました。

オークションの献品を1点よろしくお願いいたし
ます。
受付
宮本桂子・丸尾初子
司会
丸尾欽造・横田憲子
開会点鐘
宮本会長
ワイズソング
一同
ゲスト・ビジター紹介
司会
会長の時間
宮本会長
聖句朗読
大藪暢子
奨励
松岡司祭
食前感謝
岩坂正雄
インフォメーション
ゲーム
横田憲子
オークション
中野義彦
結婚・誕生祝い
ニコニコ
YMCAの歌
一同
閉会点鐘
畠平副会長

★編集後記★

12月〜1月の予定
毎週水曜日 YMCA子ども広場

畠平剛志

前号でお知らせしましたように、本12月号、翌1月号は例会日
程の都合上、発行日変更となり、クラブ外の方々には2冊同時

12月1日（木）クリスマス例会★日程変更
12月8日（木）役員会★日程変更
1２月22日（木）第２例会（ブリテン作業）★日程変更
1月7日（土）新年合同例会
1月19日（木）例会
1月26日（木）役員会

発送となります。
発送日は12月22日となります。年末のお忙しい中、申し訳あ
りませんが、発送作業お手伝いいただければ幸甚です。よろし
くお願いいたします。

次期役員立候補者募集
会長

1名

HAPPY BIRTH DAY

副会長

1名

1２月

書記

若干名

25日

会計

若干名

WEDDING
６日

横田

充宏君
ANNIVERSARY

宮本桂子・善之 夫妻

１７日 大藪芳教・暢子 夫妻

次期役員選考委員まで（締切12月末日）
第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

メネット会：初田真佐子

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子
直前会長:横田憲子

会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

徹

：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/

例会場・役員会場

