
巻頭言「河内人は文化人、そのＤＮＡを活動に」　　　丸 尾 欽 造 
大阪河内クラブは2020年にクラブ設立45周年を迎えます。その昔、クラ
ブ設立へ向けての準備にあたって、スポンサークラブ（大阪サウス）やキー
メンバーを中心に緻密な計画のもと、着実な作業の積み重ねが続けられ、
クラブ設立総会、認証状伝達式を迎えることができたことを記憶していま
す。 
　クラブの名称については古くから伝わる地名「河内」を採択し、独自の
文化事業活動として「郷土文化委員会」を設けるなど地域文化をベースに
おいた活動体としての特徴を明確に据えたのは振り返ってみると驚きです。

ページ  1

国際会長　Moon Sang -Bong 
　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」　Courage to challenges 
アジア太平洋地域会長　田中　博之 
　主題　　　　「アクション！」　Action! 
　スローガン　「誇りと喜びをもって」　With Pride and Pleasure 
西日本区理事　遠藤　通寛 
　主題　　　　「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　　　　「めぐり逢う一筋の光」　Seek Your Encounter with Ray of Light 
阪和部部長　横田憲子 
　主題　　　　「人とともに　喜びを」Share the joy of others! 
クラブ会長　田中　惟介 
　主題　　　　「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future 
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【今月の聖句】【テモテへの第一の手紙6章7-8節】 
「わたしたちは、何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持って行くことができませ
ん。食べる物と着る物があれば、わたしたちはそれで足ることを知るべきです」 

ー”知足”とは、古来人間が受け継いできた生きる知恵ですー（選・解説　岩坂正雄） 



当時（1970年～80年）、瓜生堂遺跡の発掘調査がなされていて、出土品の中にあった弥
生時代の文様をクラブバナーにデザインし、その生地には江戸時代に河内で米作以上の産
品として広く栽培された「河内木綿」に因んで厚手の綿布（帆布）を採用しました。春秋
に、歴史館や郷土博物館など訪ねたり、河内に残る文化財を訪ねてのハイキング。ゲスト
スピーカーに地域歴史を学ぶなど郷土文化委員会の活動は活発でした。爾来、年とともに
クラブ環境にも少しずつ変化があり、21世紀を迎えたときには「郷土文化委員会」はそ
の存在がハンドブックから消えていました。 
2019年、ラグビーの「ワールドカップ」が国内12競技場で開催されます。我が東大阪市
でも、「花園ラグビー場」が競技場の一つとして改修整備が整えられ、今にも歓声が聞こ
えてきそうな思いがします。中小企業の町と言われていますが、排出された著名な文化人
も多く宝庫と言えるでしょう。そんな地にある私たちは誇りと情熱をもって地域の人々と
共に前向きで活発なワイズ活動によって「西日本区新生ワイズ起こし運動」に繋げなけれ
ばなりません。阪和部部会を前に心が騒ぎます。 

納涼例会報告　　　　　　　横田憲子　　　　　　　　　　　 
日　時：２０１８
年８月１６日（木）
１８：３０～２０：
１５ 
場　所：大川　屋
形船 

出席者：（ビジター）・・恵美奈博光・恵
美奈富貴子・寺岡博也・吉田全孝（サウス
クラブ）・遠藤通寛・遠藤典子・飯沼眞・
正野忠之（泉北クラブ） 
田中惟介・田中加代子・畠平剛志・藤井敬
子・丸尾初子・望月強・望月治子・大藪暢
子・横田憲子、馬場奈緒子・悠（中１）・
涼輔（小６）・智也（小４）｛田中ファミ

リー｝、仲川亮子・陽莉（３歳）｛藤井ファ
ミリー｝　２３名 
　田中会長の発案で、納涼例会を大川の屋
形船に乗って涼しげに語ろうという。 
１６：３０八軒家浜桟橋を出港。阪和部の
メンバーも含め２３名が集うことになった。
今年は記録的な猛暑、又台風など大雨にも
悩まされるなど天候次第のことが多く、田
中会長は心配だったことでしょう。 
　造幣局・帝国ホテルなどのそばを通過し
ながら田中会長の点鐘前には昨日１５日療
養中に死去された前阪和部長鈴木章三さん
のご冥福を祈り黙祷をささげた。私たちに
とりまして大きな衝撃で、鈴木章三前部長
お疲れ様でございました安らかにお眠りく

ださいと祈るばかりです。 
　田中惟介会長の点鐘そし
て聖句朗読を田中加代子メ
ネット、食前感謝をサウス
クラブ恵美奈博光会長にお
願いたしました。次期部長
飯沼眞メンの献杯で目の前
に準備されたたくさんの食
事をいただきました。大阪
の夜景の中で幾つもの橋を
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くぐり、江戸期には荷物卸が
盛んだった川幅の広い豊か
な水の都を会話とともに楽
しみました。 
　しばらくしてジャックマジ
シャンクラブの寺岡さんがポケットからト
ランプを出し田中ファミリーの馬場涼輔く
ん相手にマジックを始め、涼輔君が乗り気
で楽しまれているところを田中会長が、
ショータイムをお願いされた。いつもポケッ
トに仕込んでいるロープとトランプも使い
皆を大いに楽しませて下さった。寺岡さん
にとってマジシャンクラブ勧誘もゲットさ
れ「よかった、よかった」。でも今回の例
会は馬場兄弟が盛り上げて下さった。 
　途中、夕立に遭いながらもチャッポン・
チャッポンと揺れる身体と酔いに会話も弾
み最後はニコニコタイムでは、豪雨災害の
支援のお願いたしましたところ、１３８０
０円の献金があった。司会進行も田中会長
がされお疲れ様でした。 

８月例会　にこにこ語録　起稿　田中惟介 
　　　　　　　　　　（起稿補助：杉村） 
吉田（サウス）　今夜は河内クラブの皆様
と楽しく過ごせてうれしく思います。来年
もまたこんなプログラムを考えてください。
楽しみにしています。 
望月　船酔いしますのであまりしゃべりま
せん 
馬場悠　ばば　はるかです。今日はありが
とうございました 
田中メネット　夜の大川で船に乗るのは初
めてで、ビルの灯りがキレイなぁと思って
ます。桜の時もよかったのですがこの提灯
がとても印象的でした。 
遠藤典子（泉北）　主人に強引に誘われて、
久しぶりに河内の例会に来ました。船の中
でこんなに楽しい時間を過ごせたこと、嬉
しく思います 

飯沼（泉北）　
今年は2度目の大川ですが天候が良くて良
かったです。私の企画より良い時季
で・・・・・（笑い） 
恵美奈富紀子（サウス）　今日は河内クラ
ブさんのおかげでこうして船に乗っておい
しい食事をして楽しませていただきました。
またこんな機会が有れば呼んでください。 
恵美奈（サウス）　今日は屋形船でこんな
楽しい例会を経験させていただきありがと
うございました。 
遠藤（泉北）　楽しい例会、さすが河内企
画、やりましたねぇ。楽しい例会ありきで
会員増強につながると思います。田中会長
ほんとに有難うございました。 
田中　先週、免許の認知機能検査が有り、
今日その結果が届きました。なんと、聞い
て驚くなょ、９６点（お～、何点満点？２
００点？）　自分の名前、書くところを間
違える人や時計の文字盤を正確に書けない
人もいて、その人が車を運転して帰られま
した。(え～～！)　怖い人が走っています。
皆さん、気を付けてください。 
横田　今日は大勢お見えいただきありがと
うございます。船に揺れながらお楽しみく
ださい。鈴木璋三さんが亡くなられたこと
にショックを受けています。強い心を持っ
た方で、後を継ぐ者をお支えくださいませ。
（憲子頑張れ～） 
寺岡（サウス）　今日は有難うございまし
た。 
馬場涼輔　ばばりょうすけです。じいじ　
かっこよかったよ（無理やり言わせました　
田中） 
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馬場奈緒子　今日は父が招
待してくれて来ました。と
ても楽しい時間を過ごせま
した。ありがとうございま
す。 
馬場智也　ばば　ともやで
す。（じいじ大好きって言って）う～ん、
え～っ（言われへんのゃ）（笑い） 
藤井　親子3代できました。朝から孫は　
船でご飯が食べられると言って　お昼ご飯
も食べずにやってきました。 
仲川陽莉　なかがわひまりです。 
仲川亮子　藤井のコメットです。人生で初
めて船でご飯　を経験しました。とても良
い経験になりました。また参加したいです。
ありがとうございました。 
望月メネット　久しぶりに屋形船に乗せて
いただき、楽しく過ごせました。田中会長
のファミリーの参加で楽しかったです。 
大藪メネット　屋形船で楽しく、食事、お
腹いっぱい頂きました。 
丸尾メネット　阪和部のお偉方がたくさん
来ていただきありがとうございました。主
人は今日　他に用が有り来られませんでし
た。メンバーが減ってきておりますが、こ
のような楽しい企画をどんどんして頂いて
大勢が来られたら良いなぁと思っています。
部会やメネット会にもたくさんお越しくだ
さい。 
正野（泉北）　もしかしてトリ？（いいや　
俺　畠平）あっそうか。田中じじ会長より
もお孫さんの智也君と友達に…（次期会長

ちがうでぇ）いえ　じいじ
会長・・・　たのしかった
です。 
畠平　田中会長が　部会に
向けてここで勢いをつけて
行こうと企画してくれまし

て・・・頑張っていこうと思います。 
よろしくお願いします。 

第４４期第３回役員会報告　 
　　　　　　　　　クラブ書記　大藪暢子　　 

2018年８月24日（金） ＹＭＣＡサンホー
ム・20：00～22：00 
台風20号の影響を鑑み　役員会開催日時
を変更した。 
出席者　田中・藤井・大藪・丸尾・畠平・
宮本・横田・望月・佐古・丸尾メネット主
査 
9月例会　9月17日（月） 阪和部会　高津
ガーデン　12：00～14：30 
９月例会役割分担　阪和部会をクラブ例会
とする故に、以下の役割は　実行委員会に
委ねる。 
10 月号ブリテン原稿　 
9月 例会報告　 畠平剛志君　　　　 
役員会報告　大藪暢子君　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　横田憲子君 
原稿最終締切は9月28日です 厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．9 月例会について　 部会実行委員会主
導で決定する。タイムテーブル・役割分担
を確認した。 
2、10月例会 ゲストスピーカーを予定＆
ミニオークションを予定。　北摂地震支援
金に充当・・・承認 
３、8月例会のニコニコ献金を　西日本豪
雨災害募金に充てる件・・・承認 
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４、8月例会　収支報告・清算・・・文書
で報告有り。承認 
《報告事項》 
１、      国際定款変更の件　賛成多数で可
決された 
2、　西日本区費、阪和部費の請求。期日
までに決済　完了 
《連絡事項》 
１、9月6日第２例会（ブリテン9月報発送
作業） YMCA サンホーム14日に：00～ 
　　メネット部会の袋詰め作業・実行委員
会も同日に行う。 
２、チャリティーラン　抽選券9/14まで
に事務局に枚数連絡、残を返却のこと・・・
横田部長に委任 
3、部会登録（河内） 

サンホームニュース　杉村徹 
夏休みボランティアデイキャンプ開催！ 
８月２２日から２４日の３日間、地域の小
学生を対象に「夏休みボランティアデイキャ
ンプ」を実施しました。今年で３年目とな
り、「昨年子どもがとても喜んだから！」
とわざわざ親御さんと一緒に申し込みに来
られるなど、とても嬉しい出来事もありま
した。「ＹＭＣＡ子ども広場」は卒業した
けれど、このデイキャンプだけは戻ってき
てくれる子どももいます。 
プログラムは盛りだくさん！例えば、喫茶
ボランティアと子どもたちが、１階で子ど
も喫茶コーナーを開店。特養の入居者さん
に、とっても緊張しながらコーヒーなどを
サービスし、頑張って話しかけていました。
もちろんウエルネスリーダーも３日間、子
どもたちと過ごし支えてくれました。 
ワイズメンズクラブの皆様、これからも東
ＹＭＣＡ・サンホームのウエルネスプログ
ラムの灯を大切に守りたいと願っています。

YMCAニュース　　　　　　
切通菜摘 
8月はウエルネス
はキャンプ真っ
盛りでした。 
阿南海洋センターでの海のキャンプ、六甲
山YMCAでの山のキャンプ、JGreen堺で
のサッカーキャンプなど各地でキャンプが
行われました。東大阪のリーダーたちも夏
のキャンプで活躍しました。 
初めて会うお友だちやリーダーと過ごす生
活は、楽しいときもあれば時に、つらいこ
ともあります。しかし、そのことに向き合
い、共に乗り越えていくことで、喜びを感
じお友だちとの距離感も近くなっていくも
のだとこの夏も改めて感じました。あるお
友だちは海で泳ぐことに恐怖心があり始め
はなかなか海に入って泳ぐことができませ
んでしたが、お友だちが遊んでいるのを見
ていると、徐々に海へと足が伸びていきま
した。その後、怖がっていたのが嘘かのよ
うにお友だちと楽しく遊んでいました。そ
のお友だちはキャンプの帰り道でも、「海
に入れたのがうれしい！入れたのがびっく
り！」と自分でも驚きを隠せないようでし
たが、その言葉を口にする表情は笑顔が輝
いていました。一人ひとりの可能性を広げ
るきっかけが詰まったキャンプ。今後もそ
んな場を大切にし
ていきたいと思い
ます。
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第４4期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:田中惟介　副会長:丸尾欽三　書 記:・大藪暢子　会 計:藤井敬子 
メネット会：田中加代子　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 9月 
１日 畠平 明子さん 
３日 杉村 徹君 
１３日 岩坂 千種さん 
１４日 箕浦 美子さん 
２０日 田中 加代子さん 
WEDDING ANNIVERSARY 
今月は該当者がおられません

★西日本区強調月間　Menettes★ 
各クラブでメネット例会を企画し、メネッ
トの参加を促しましょう！国内プロジェク
トへの理解を深めましょう！　中道京子メ
ネット事業主任（神戸）

会員数（連絡主事を含む） １2名 ゲスト・ヴィジター出席数 8名 にこにこ

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 今月献金

特別メネット 3名 功労会員・広義会員出席数 0名 13,800

8月例会出席者（会員） 5名 7月例会出席者総数 15名 今期累計

メイクアップ 3名 7月役員会出席者数 9名 42,070

8月の出席率 75％ 7月延べ出席者数 24名 （円）

9月例会プログラム 
9月１7日（月）阪和部会 
クラブ員　09:30集合 

メネット会　10:20~11:30 

阪和部会受付開始　11:30 

阪和部会　12:00~14:30 

編集後記　畠平剛志 

今回は台風による役員会の変更などが
あったためか、原稿の集まりが悪う
ございました。今月はたまたまカレン
ダーに救われて１週間余裕のある日程
でしたので、問題なく編集を行うこと
が出来ました。ですが来月はいつも
どおり、締切から発行まで５日しか
ございません、くれぐれも締切厳守で
お願いをいたします。 
阪和部会では大阪チャチャチャバンド
に演奏を披露していただきますが、前
期より取り組んでいる「いろいろな人
が普通にいる楽しい環境」「障がい
は便利悪いので手助けが必要だけど
不幸ではない」ことなどを実感してい
ただけたら、と思います。 

第30回阪和部部会第一報 
場所：　たかつガーデン 
日時：　2018年9月17日（月・祝日） 
　　12：00～14：30（受付開始11：30）
登録費：7000円 
近鉄上本町、地下鉄谷町9丁目駅より徒歩5分・お申込みはクラブごと
にお願いします。（8月末日締切） 

申込先：畠平higashinari@gmail.com(FAX06-6973-8219) 

写真左上：らくらく登山道から大阪
平野を望む。 

写真上：アトラクションに障がい者
バンドの大阪チャチャチャバンドの
演奏を予定しています。 

写真左：大阪河内ワイズメンズクラ
ブ公開例会・チャチャチャバンド

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

