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主題

「私たちは変えられる」Yes we can change

スローガン「挑戦への勇気」
アジア太平洋地域会長

田中

Courage to challenges
博之

主題

「アクション！」

スローガン

「誇りと喜びをもって」

西日本区理事
主題

遠藤

Action!
With Pride and Pleasure

通寛

「未来に残すべきものを守り育てる」

Let's Protect Cultivate

What Should Be Passed on to the Future
副題
阪和部部長
主題
クラブ会長

「めぐり逢う一筋の光」

Seek Your Encounter with Ray of Light

横田憲子
「人とともに
田中

喜びを」Share the joy of others!

惟介

主題

「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future

副題

「あるべきようは」

巻頭言

クラブ会長 田中惟介

Desirable Situation

6月28日の役員会から 44期はスタートした。
あれこれ思い悩んでいても仕方ない。 とにかく船出したのだ。
役員会に8名の出席があった事に感謝と驚きを表明する。これが持続
すれば、何かのきっかけで大きく変われる事が 期待できると思う。
化学反応における触媒作用? 物理学でいうところの相転移? 会員の意
識の働きで 何か急激な反応が 引き起こされる!!
クラブライフを楽しみながら、未来への展望が開かれることを始めま
しょう。
【今月の聖句】【ルカによる福音書15章4節】
「百匹の羊のうち、一匹いなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった一匹を見
つけるまで探し回らないだろうか」ー7月18日は「YMCA安全の日」野外活動のさかんな季節、
事故の起こらない心がけを大切にしましょうー（選・解説 岩坂正雄）
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★6月例会報告
報告：畠平剛志
出席者
メン：岩坂・田中・望月・畠平・
宮本・横田・藤井・田中・佐古・丸尾・杉村
（11名）
メネット：望月・田中・初田・大藪・丸尾（5
名）
マゴメット：仲川陽莉
ヴィジター：飯沼眞（泉北）・今井利子（な
かのしま）・恵美奈博光・メネット・吉田全
孝（サウス）

食事の後、各事業部（ブリテン 望月、地域奉
仕・環境 田中、EMC 横田、国際・交流 丸尾、
広報・情報 畠平、メネット会 望月メネット）
より活動報告があった。
その後、田中41期会長より主題「残すべきも
の」 What Should Be Passed on to the
Future副題「あるべきようは」 Desirable
Situationの発表と所信表明があった。
★5月ニコニコ語録
テープ起こし 杉村徹
▷宮本さん：本日三回連続の司会でした
（笑）喉が今日はちょっとおかしくていつも
の美声がでません（笑）一年間ありがとうご
ざいました。
▷飯沼さん：メネット事業主査となってメネッ
トになりました（笑）。私が企画した大川の
水上バスが花見にならなかったと言われてい
まして、納涼例会が賑わうことを願っていま
す。
▷恵美奈さん：横田部長、よろしくお願いい
たします。田中会長、15年ぶりということで
すが、私も30年ぶり。一年間どうぞよろしく
お願いします。
▷恵美奈メネットさん：サウスはメネット会
がだいぶ前になくなってしまいさびしいです
が、皆さまについていけるように頑張ってま
いりたいと思います。
▷吉田さん：ちょっと風邪をこじらせまして、
昨日までダウンして。「なんで行くんや」と
家内に怒られて今日来ました。「横田部長や
田中会長の門出やないか！俺が行かな、格好
つかへんやないか！」とええ格好言うてきま
した（笑
）
▷今井さん：一年間お疲れ様でした。横田さ
ん、一年大変ですけど体に気を付けて頑張っ
てください。メネット会さんと仲良くしてき
ました。社会福祉法人大阪ＹＭＣＡができる
時には、医療職の印が必要だと言われて押し
ました。ワイズのおかげで元気に出させてい
ただいてありとうございます。河内クラブが
大好きです（笑）

３回連続の司会とな
る宮本メンの司会で、
6月例会が開会された。
なお6月例会は今期最
終例会となるが、他ク
ラブとの日程重複により、
横田阪和部部長の公式訪問と、会長交代式を
１ヶ月前倒しで実施することとなった。
畠平より１年間の謝辞があった。
その後、横田部長により、会長交代式が行わ
れ、43期畠平より44期田中会長へと会長の交
代式が行われた。
また飯沼（2017-2018年期）メネット主査よ
り、「こども広場」に対する寄付が杉村サン
ホーム施設長へと贈呈された。
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さると期待しています。飲むときは飲み放題
にしてください！（笑）
▷横田さん：プロジェクト委員に３つ名前が
あり慌てています。一年間頑張ります。ご協
力をお願いいたします。緊張すると心臓が
ちょっとしんどくなって、でもだいぶ元気に
なりました。どうぞみなさんご安心ください。

▷岩坂さん：私も河内クラブが大好きです
（笑）。家内という言葉もハラスメントかな。
今日も誘ったんですが、体力的にもしんどい
ようです。メネットさんにお会いしたいと言っ
ておりました。私ももう90歳まであと2年ほ
ど。夫婦で80歳代。長男は50歳代、2番目は
40歳代後半。二番目の息子が幸いに大阪ＹＭ
ＣＡで理事職についています。家内からは「あ
んまりＹＭＣＡで話をすると二男の話を横取
りすることになるから慎めよ」と言われてい
ますので、そろそろ終わりにいたします
（笑）。
▷丸尾さん：3月4月は年度の終わりとして卒
業式や入社式があり、ワイズメンズクラブで
は6月7月が年度の節目と言うことで緊張する
時期です。私は自分自身を見つめていきたい
と思っています。ややもすれば、昨日のまま
で今日を過ごすというのは避けたいと思いま
す。そして自分自身の言動を客観的に見て、
それを社会が認め、迎えてもらえているかの
チェックをしていきたいと思います。副会長
として学んでまいりたいと思います。メネッ
トは踊りばかりで（笑）主査という器ではあ
りませんが（←なんでよっ！）、どうぞよろ
しくお願いいたします。
▷佐古さん：家内の誕生日祝いをいただきあ
りがとうございます。東ＹＭＣＡには池田さ
んが帰って来ました。青少年事業の最後のス
タッフでした。私はこれを機にサンホームに
青少年活動を復活させたいと思っています。
ワイズも会員を増やし15人を目標に頑張りた
いと思います。東ＹＭＣＡを再建するという
気持ちです。
▷畠平さん：今期ありがとうございました。
来期は田中会長です。楽しい企画をしてくだ

▷田中さん：ご飯でもなんでも「はい！」っ
て渡してくれます。いい嫁です（笑）予算案
は削減して予備費を多くし、できれば会費を
下げることができればいいかなと、それが入
会増につながるか分かりませんが、そうした
いと思います。
▷丸尾メネットさん：畠平さんお疲れ様でし
た。今期メネット主査をお受けすることにな
りました。クラブみなさんにご協力いただき
たいと思います。飯沼さんはすごくされて、
私もどこまでできるか分かりませんが、迅速
な伝達をしながら皆さんと頑張っていきたい
と思います。
▷初田さん：いつまでここに来れるかなと思っ
ていました。とにかく田中さんが会長される
時は来たいなと思っていたので、頑張ります。
▷望月メネットさん：ご協力をいただきあり
がとうございました。次期は丸尾メネットさ
んと協力していきたいと思います。
▷望月さん：横田部長を支えるために部の会
計を引き受けました。今年は横田さんがあち
らこちらに行くのは大変だと思いますので、
部長公式訪問にはついていきたいと思います。
他の部に行けばさまざまの発見や学びがあり
ます。
▷藤井さん：今期も来期もここに座ります。
私を見たらお金払わなあかんなと（笑）
▷田中メネットさん：主人は3回目の会長で
す。こちらも体力気力
も落ちていますが、出
来ることは頑張りたい
と思います。
▷大藪さん：いつもで
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したら「今期役員
さんお疲れ様でし
た。来期の役員さ
ん頑張ってくださ
い」って言うので
すが、私も何かその中にはまってしまったの
で（笑）、来期ご迷惑にならないように頑張
ります。横田さん、丸尾さん、頑張ってくだ
さい。皆さん、もっと頑張ってください！
（笑）
★主査会、懇親会、第4回評議会、第1回評議
会★畠平剛志
2018年6月16日（土）南YMCAにて主査
会、懇親会（昼食会）、第4回評議会、第1回
評議会が行われた。今年は懇親会を昼食会と
し、弁当をともに南YMCAで喫食する形式と
したが、それでも10時から17時までの長丁場
であったが、休養明けの横田部長は全てに出
席し、職責を全うされた。
とくに第1回評議会では、議論百出の末、全議
案が承認され、満帆の船出となった。
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「第２１回西日本区大会メネットアワー」に
参加して
丸尾初子
シャンデリアの光が輝く会場。一年間の活
動記録が読みやすく丁
寧に編集されている素
敵な冊子。次期主査と
していよいよ今始まる
中で緊張を感じました。

「子どもの居場所づくり」支援団体として14
団体が発表され、阪和部から推薦された、
「YMCAこども広場」を開設している社会福
祉法人大阪YMCA、「天理こども食堂」を展
開されている特定非営利活動法人地域支援セ
ンターに寄付金が贈呈されました。
「深刻化する子どもと若者の貧困と格差―
いま私たちにできること―」と題して、藤田
孝典氏から講演があり、目につかない日本の
現状を知らされました。私には、意義深い一
日となりました。

メネット事業主任中道京子さん（神戸クラ
ブ）から、歓迎のご挨拶をいただき、次のよ
うに活動報告を述べられました。
『今期は、「生きる！希望を分かち合いなが
ら」を主題に掲げ「子どもの貧困」「ひとり
親家庭」「虐待」などの子どもを取り巻く困
難な状況について啓発活動を推進し、「子ど
もの居場所づくり」に取り組まれている団体
を支援することを目標の事業活動を行ってき
ました。
みなさまのご理解とご尽力により、部会や
メネットアワーにおいて講演会やシンポジュ
ウムが行なわれ、（中略）さらに各クラブに
おいても国内プロジェクトに関連したスピー
カーを招いて、例会を企画されたところも多
くありました。
このような学びを通して、私たちは、日本
の子どもの７人に1人が貧困状態にあると言わ
れている現在、それは単に生活困窮のみなら
ず、自己肯定感、やる気、将来への希望など
の子供が成長していく中で養われなければな
らない「生きる力」も貧困状態であることに
気づかされました。「子どもの貧困」は負の
連鎖であり、それがいかに複雑であるかとい
うこと、そして、その負の連鎖から抜け切れ
ずに生き辛くなっている子ども、若者がいる
ことも知りました。』
今期においても「子どもの居場所づくり」
プロジェクトが継続されることから、中道京
子メネット事業主任のこのメッセージをお伝
えしたいとの思いで、その一部を掲載させて
いただきました。

★サンホームニュース★
杉村徹
雨音をかき消す大きな歌声で始まった「第８
回みんなで唄おう会」は、総勢５２名の方に
ご参加いただきました。そして、唄おう会か
ら生まれたサンホームのボランティアグループ
「みんなで支えあおう会」からは、１０名が
参加し、受付や喫茶、最後の片付けまで職員
と一緒に活動しました。「隣にいると、好き
な曲がわかりますね。表情がパッと変
わって手を動かされて。いつもの活動
４P
にも生かせます！」と入居者の見守り
担当さん。コーヒーを運ぶ先々で声を
かけられ照れ笑いの喫茶担当さん。普段は
別々に活動されているメンバーも、声を掛け
合い一つのチームとなりました。片付け後は
「次は何をする？」とひと盛り上がり。これ
からも地域の“つながり・支えあい”の場を創
出するプログラムを進めてまいります。
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★YMCAニュース★

切通菜摘

ウエルネスでもサマープログラムの準備が始まっています。先日、ウエルネスのリーダーとスタッフが集まりサマープログラムのキックオフがありました。

多くのリーダーが集まり、サマープログラム
に向けて学びの一時をもちました。
東大阪地域のリーダーもキャンプ、サッカ
ー集中クラスなど多数のプログラムに参加
いたします。今年度入ったフレッシュ２名
のリーダーは、初めてキャンプに、期待と
緊張でドキドキとしているようでした。今
年も暑い夏になるという予報が出ていま
す。安全を第一に、
参加する子どもたち
の思い出に残るよう
「熱い夏」をみんな
で創っていきたいと
思います。
HAPPY BIRTH DAY 7 月
１２日 初田眞佐子さん
２１日 新本 力子さん
２３日 杉村 由香さん
２７日 横田 憲子さん
WEDDING ANNIVERSARY
今月は該当者がおられません

★編集後記★ 畠平剛志
今号から望月さんに替わり、ブリテン編集
をさせていただきます。
望月前編集長のブリテンで好評だった「文
字の大きさ」をマネさせていただき、出来
るだけ読みやすい大きさにさせていただく
ようにいたしました。
1年間よろしくお願いいたします。

★西日本区強調月間
１2名

ゲスト・ヴィジター出席数

4名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

1名

今月献金

特別メネット

3名

功労会員・広義会員出席数

6月例会出席者（会員）

9名

メイクアップ

0名

5月の出席率

77％

会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

2名

17,770

5月例会出席者総数

18名

今期累計

5月役員会出席者数

8名

17,770

26名

（円）

5月延べ出席者数

第４4期
会 長:田中惟介

ク

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

ラ

Kick-off EMC-MC★

MC-新会員増強と意識高揚:楽しく出会いの
ある例会作りを通して会員候補を発掘し、メ
ンバー相互が例会・事業などで親睦を図り、
このような仲間を増やしたいという意識を高
めましょう！
ブ

役

員

書 記:・大藪暢子

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子

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
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