
巻頭言『新しい年を迎えて』宮本桂子 
２０１６年の夏は、オリンピック、パラリンピックがリオデジャネイ
ロで開催され、日本人選手の活躍で国中が大いに湧きました。メダル
数は過去最高だったそうです。パラリンピックは、ロンドン大会の３
８個には及びませんでしたが、テレビでの放映が増えたことで、今ま
でより興味を持って頂けた方が増えたのではないかと支援者としては
期待をしています。暗いニュースが多い昨今、このような華々しいニュー
スは人の心を勇気づけてくれますね。 
オリンピックとまではいきませんが、河内クラブも趣向を凝らした例
会を多く開きました。７月の「大阪平野の夕陽と夜景を楽しもう」と
題したホテルセイリュウでの納涼例会。たくさんのビジターにご参加
頂き、ありがとうございました。１００万ドルの大阪平野の夜景は、
いつまでも心に残るシーンだったと思います。１１月には公開例会を
開き、イランの美人母娘に講演をして頂きました。お母さんが演奏さ
れるサントゥール（ピアノの元祖）の幻想的な音色と娘さんの魅力的
なお話に、参加者はすっかり酔いしれてしまいました。 
後期も魅力ある例会を開いていきたいと計画をしておりますので、ご参加よろしくお願いいたします。 
また、東YMCAでは、YMCA職員とリーダー達が中
心となって、サンホームにて毎週水曜日に子供食堂
を始めました。ワイズメンとしてどういった支援が
出来るか、現在は模索中ではありますが、新しい試
みに是非とも積極的に協力していきたいと考えてお
ります。　　　 

　　　　　　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　 “Re s p e c t Y ’ s Mo v emen t ”　 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　　　                            
　　　　J   OAN 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】【コリント信徒への第2の手紙4章16節】 
「わたしたちは落胆しません。たとえわたしたちの”外なる人”は衰え
ていくとしても、わたしたちの”内なる人”は日々新たにされていきま
す。」ー変わってゆくものにこだわらず、変わってはならないものを
大切にする心を新年の願いにしましょう。（選・解説　岩坂正雄） 

会員数（連絡主事を含む） １5名 ゲスト・ヴィジター出席数 5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 6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

12月例会出席者（会員） 10名 10月例会出席者総数 34名 今期累計

メイクアップ 0名 10月役員会出席者数 7名 95,750

11月の出席率 73％ 10月延べ出席者数 41名 （円）

★西日本区強調月間　IBC　DBC★ 新しいワイズの
世界を求めてIBC/DBCのお見合いをしましょう！積極的な
アプローチから広がる世界の仲間との親睦の輪、和、話！
森田美都子国際・交流事業主任（京都パレスクラブ)



★12月例会報告　　　
報告者：宮本桂子 
出席者：会員：岩坂正雄・
杉村徹・田中惟介・中野
義彦・畠平剛志・藤井敬
子・丸尾欽造・箕浦史郎・
宮本桂子・望月強・横田
憲子・11名 
メネット：大藪暢子・中
野暢子・丸尾初子・望月
治子・初田眞佐子・横田允
宏　6名 
ビジター：松岡虔一・大東
義史・大岩順子・吉田芳
子　・斎藤勇治(サポー
ター)5名　以上22名 

１２月例会は会場をアウィーナ大阪に移して、ゆったりとしたク
リスマス例会を行った。 
開会時刻を少し過ぎて、丸尾メンの司会により開会した。 
開会点鐘、ワイズソンズ、ゲスト・ビジター紹介、会長の時間に
続いて、大藪メネットによる聖句朗読があった。 
奨励は、松岡司祭より「きよしこの夜」という歌の起こりについ
てお話頂いた。礼拝のために着るものをカッパと呼んだそうで、
礼拝ではカッパを着た人が沢山いるという意味の言葉がカペラ。
これが英国でチャペルに変わったそうだ。当時は、無伴奏で歌っ
たので、無伴奏で歌う事をチャペルの様に歌いましょう→アカペ
ラという様になった。 
しかし、無伴奏では寂しいという事で、グルーバーという人と、
スールという神父が即興で作った曲が「きよしこの夜」（クリス
マスキャロル）であったそうです。 
その後、会場の皆で「もろびとこぞりて」を斉唱した。 
岩坂メンによる食前感謝の後、サウスクラブ会長大東義史メンの
乾杯のご発声で会食が始まった。 
インフォメーションは以下の通り 
・サウスクラブより・・９月の公開例会出席のお礼を述べられた。
これを機会に講師を務められた写真作家さんが元気を取り戻され
たとの事。 
・丸尾メンより・・東西交流会の案内。各クラブから10％の人が
参加して欲しい。 
・田中メンより・・会場である「たかつガーデン」での打ち合わ
せにより４時間借りられることになった。出席の返事を早くして
頂きたい。 

・箕浦メンより・・九州熊本YMCAで初めてのチャリティーラン
を計画している。リーター達の発案により、これに参加して大阪
YMCAも協力しようとしている。参加支援金を集めたい。
（11,738円の募金が集まった） 
・杉村連絡主事より・・東北の震災を忘れないためにピンクのT
シャツを販売して支援をするので、ご協力願いたい。1着1800円。

街頭募金を12月4日布施駅前、12月7日八戸ノ里駅前で行う。 
食後は、横田メンによる脳トレクイズが行われたが、なかなか答
えられない難問に会場一同苦戦した。 
オークションは、中野メンの軽快な司会により無事予定時間内で
終了した 
予定時間を少々過ぎて12月例会は終了した。 
最後に出席者全員で記念撮影をして会場を後にした。 



★42期　第7回　役員会報告　　　　記：横田憲子 
日時：2016年12月8日　19：00～２１：００　サンホーム6階 
出席者：田中・畠平・望月・丸尾・藤井・横田 
2017年1月例会役割分担　準備担当：Ａ班 
テーマ　：役員選挙・「会長の半期報告と下半期のプログラム案
内　次期会長の抱負」　 
司会：横田憲子君　聖句朗読：大藪暢子さん　食事手配：望月強
君　 食前感謝：佐古至弘君　 ニコニコ：メネットさん当日指名　　
受付・会計：望月強君・藤井敬子君 
2017年２月ブリテン原稿　　原稿締め切りを1月27日とする。 
1月例会報告・・・田中惟介君　　ニコニコテープ起こし・・・
杉村徹　役員会報告・・・・横田憲子　　Ｙニュース・・・・切
通菜摘　サンホームニュース・・・杉村徹　　巻頭言・・・畠平
剛志 
《審議事項》 
１、新年合同例会について　　　　　　　　　　田中委員長 
①　タイムテーブル・担当・予算の案の説明があり検討をされる。
＊会場の利用時間を準備を考えて９：００～１７：００とする。 
＊河内クラブメンバーの集合は１月7日　１０：００　現地8階と
する 
＊最終打ち合わせを12月22日１４：００からのブリテン発送の
時にする。 
２、1月例会の役員選挙について　担当は横田憲子を確認する 
３、信任投票用紙作成・役員会名表示作成は書記の田中惟介君が
準備することに了承。 
４、２月例会のワールドカフェについて。 
①　テーマに関して1月役員会で3つのテーマを決めることに承認
される。 
②　当日の備品準備は畠平剛志君にお願することを了解する。 
５、2016年前期会計報告・経過を望月強会計より説明があり、
多少修正があるも、1月例会に配布することに了承される。 
６、国際会長選の件は会長一任に了承される。 
７、東西日本区交流会の申し込みは12月末で3名の登録者があり
丸尾交流委員長に手続きを委ねる。 
《連絡事項》 
１、新年合同例会にはクラブより18名登録がある。１２：３０～
１５：００ 
２、東ＹＭＣＡクリスマス会　12月10日　１１：００～１４：
００ 
３、サンホーム居酒屋「和」12月18日　１６：00準備　１７：
００～１９：００ 

★サンホームニュース★　　杉村徹 
新年、明けましておめでとうございます。 
写真は、食生活創造室が作った可愛いクッキーです。昨年からス
タートした地域活動の「みんなで唄おう会」では、食生活創造室
が作ったケーキやお菓子が販売されています。このお菓子や「子
ども広場」の食事提供のために、製菓許可や食品営業許可（菓子
製造・飲食店営業）を昨年に取得しました。 
何か新しいことを始める時には様々の準備とエネルギーが必要で
すが、ひとり一人に向き合い、ひ
とつ一つの事柄を丁寧に行っ
て、今年も地域に根差した取り
組みを進めてまいります。 
どうか皆さんのご支援をお願い
いたします。 

★YMCAニュース★　　　　
　　切通菜摘 
新年明けましておめでとうござ
います。 
１２月１０日のクリスマス会で
は、リーダーがクリスマスにち
なんだお話でペープサートとク
ラフトコーナーを出しました。ペープサートでは、「こども広
場」のお友だち６人が参加し、それぞれ役割をになってリーダ
ーと一緒に成し遂げました。少し緊張しているようでしたが、
一生懸命役割を行い、終わった後は「楽しかった！」といって
いました。 

こども広場の活動もお友だち
とリーダーの関わりも濃く
なり、よりお互いにとって
毎週水曜日が楽しみに感じ
る日々となっているようで
す。ワイズの皆様、ご支援
ありがとうございます。本
年もどうぞよろしくお願い
いたします。 

★ワールドカフェについて（2月例会予定　記：畠平剛志） 
▷ワールド・カフェとは、その名のとおり『カフェ』のような
リラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれたテーブルで自
由な対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対
話を続けることにより、参加した全員の意見や知識を集めるこ
とができる対話手法の一つです。  
4人（ないしは5人）でグループを作り、テーマに沿った対話を
行います。 
▷この際、トーキング・オブジェクト（ＴＯ）を使って「最後
まで自由に話すこと」「それを尊重して傾聴すること」をしっ
かりと行います。TOとは、それを手に持った人が話す、持っ
ていない人はしっかりと話を聴く、という役割をはっきりさせ
てくれます。話が続くたびにＴＯも人から人へと持回るので、
一人ひとりの話を大切に扱い、繋げていくことの意味を感じさ
せてくれるものでもあります。具体的には、ＴＯをテーブルの
中央に置き、発言したい人がそれを手に取り、発言が終わった
ら元の位置に戻す、というルールで使用します。ＴＯに何が使
われるかは、当日をお楽しみに！（第1回はクマのぬいぐる
み、第2回は四万十川の石でした。） 
▷また、テーブルには紙を貼りだしておきますので、こちらの
方に自由にアイデアやイラスト落書きなどなんでもお書きにな
ってください！ 
▷ワールドカフェは数ラウンドに渡り、1ラウンド終了すると
各テーブルに「ホスト」と呼ばれる役割の人が１人残り、他の
メンバーは別のテーブルに移動します。 
次のラウンドではホストが場の対話内容をシェアすること 、
別のテーブルから移ってきたメンバーがホストの話に自分たち
のテーブルで出されたアイデアを「他花受粉」をして広げるこ
とを行った後、新たなラウンドの対話を始めていただきます。 
▷最後は他のグループの話し合いの間に書かれた紙を皆で見て
回り、分かち合いをしましょう。ワールドカフェは「結論を出
す会議」ではなく、参加者が本当に話し合いたいテーマについ
て、自由に意見を出し合い、お互いの思いや考えの背景につい
て探求し、相互理解を深めることを目的としています。対話を
楽しみましょう！ 



★編集後記★　　　　　　畠平剛志 
新年あけましておめでとうございます。 
ブリテンを外注印刷で印刷するようになって半年、皆様には期
限内での原稿提出などご無理を申し上げており、おかげを持ち
ましてこれまで何とか毎月の発行を続けてくることができまし
た。また発送作業も印刷の仕上がり納期によっては今まで通り
の第二木曜日に定期的にすることができずにいますが、変更あ
りましても多くの方々にご協力いただき、誠にありがとうござ
います。あとの半期も期限内の原稿提出、ならびに発送作業へ
のご協力、よろしくお願いいたします！ 

1月～2月の予定 

毎週水曜日　YMCA子ども広場 

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  
2月9日（木）ブリテン印刷★日程変更 
2月16日（木）例会 
2月23日（木）役員会 

1月例会プログラム 

1月19日(木)　　PM6：3０～8：30　 
受付　　　　　　　　　望月強・藤井敬子 
司会　　　　　　　　　　　　　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　　 
食前感謝　　　　　　　　　　　佐古至弘　　　 
食事・歓談 
インフォメーション　　　 
役員選挙 
「会長の半期報告と下半期のプログラム案内　次
期会長の抱負」 
宮本会長・各事業委員長・ワイズ研修会実行委員長（藤井）、ら
くらく車椅子登山実行委員長（望月）、ワイズ障がい者作品展実
行委員長（畠平） 

結婚・誕生祝い　　 
ニコニコ　　 
YMCAの歌　　　　　　　　　　一同 
閉会点鐘　　　　　　　　　　　畠平副会長 

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/

HAPPY BIRTH DAY 1月 
２日 望月 強君 
３日 田中惟介君 
５日 望月治子さん 
８日 大薮暢子さん 
１４日 宮本桂子さん 
２４日 青野亜希子さん 
WEDDING ANNIVERSARY 
なし

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

