
巻頭言「印象に残る　阪和部会とメネットアワー」 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田憲子 
　阪和部第２４期の部長を河内クラブから輩出してから６歳年を重
ね、今期の阪和部会を会員減少の中ご協力いただき無事終えること
できました。準備においても当日のハプニングにおいても、判断力
と知恵で進めることができましたこと心よりお礼申し上げます。そ
れにしても参加者の心を躍らせた、大阪チャチャチャバンドの演奏
の感動は凄いでしたね。２０名足らずのバンドの皆さんから１３０
名の方々に大きな感動を与え、会場中の人たちが立ち上がり踊り出

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 

２０１8年10月報　　  　　Vol. 516　　10月4日発

【今月の聖句】【ヤコブの手紙1章22節】 
「御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて、聞くだけで終わるものになってはいけませ
ん」ー10月11日はYMCAの創始者ジョージ・ウイリアムズの誕生日で、世界YMCA記念日。
彼がロンドンのヒッチコック商会の仲間12人で始めたYMCA運動に想いを新たにしましょ
う。ー（選・解説　岩坂正雄） 



しても驚くことなく演奏を続けてくださったことに感心と、胸を熱くされた方もおられま
した。そして最後はいつもと違うＹＭＣＡの歌も心地よかったですね。 
メネットアワーでは河内クラブのメネットさん手作りで準備され、４０名の参加者に池田
勝一氏から『困難な子供の環境とＹＭＣAがめざす居場所づくり』の講演をご自身の経験
から話されました。子供たちの心の貧困は経済的に豊かである蔭で、幼心に耐えることを
強いられ、胸の痛みとなっていることから、しばし心安まる場所があってもいいのではな
いかという必要性を話された。 
　ところで各クラブ会長・各事業主査と主任のお顔を覚えていただきましたでしょうか。
ワイズ将来構想特別委員会が「どないかせなアカン」という危機感も感じつつ、現況をた
のしく充実したクラブ例会とＹＭＣＡとの協働に取り組んでおられる会長・事業主査に拍
手を送っていただきました。これから他クラブ訪問やシンポジュームやカーニバルにもど
うぞご参加頂くようよろしくお願いいたします。 
 
例会（阪和部会）報告　　　　　畠平剛志　　　　　　　　　　　 
日　時：2018年9月17日（月・祝）12:00
～14:30 
場　所：たかつガーデン 
出席者：（大阪河内ワイズ）メン　岩坂正
雄、佐古至弘、田中惟介、畠平剛志、藤井
敬子、丸尾欽造、宮本桂子、望月　強、横
田憲子 
メネット　大藪暢子、初田眞佐子、田中加
代子、丸尾初子、望月治子 
スタッフ　小川和恵、吉谷逸代　 
河内より参加者16名　総参加者126名 
河内ワイズ総力をあげて部会を成功に導こ
うと、9月河内例会は阪和部部会を例会と
して実施しました。今月号の例会報告は部
会報告を兼ねて実施させていただきます。 
プログラムについては最後に当日配布プロ
グラムを採録させて報告の代わりとさせて
いただきます。 
さて開会までですが、当日申し込みや登録
漏れ（誠に申し訳ありませんでした！）が
あるなか、なんとか開始時には皆様にお席
についていただくことが出来、河内クラブ
の総力をあげた協力に実行委員会は本当に
助かられました。 
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阪和部部会 
記録 
写真撮影： 
丸尾メン



第一部

の式典は時間が足りない中を司会の宮本さ
ん大藪さん、タイムキーパーの田中さんの
努力もあり、ほぼオンタイムでつつがなく
終えることが出来ました。 
第2部の懇親会も、豪華なお弁当で皆様に
はご満足いただけたと思います。 
第3部の大阪チャチャチャバンドの演奏は
大盛り上がりで、鉄腕アトムやレットイッ
トビーの演奏では舞台上からではなく、会
場から歌声が聞こえてきたのが印象的でし
た。そしてクライマックスのハッピーウイ
ルスマーチでは舞台上と会場が一体となっ
て踊り盛り上がり、生演奏のYMCAの歌
では今まで聞いたことがないようなノリノ
リのYMCAの歌を歌い聞かせて頂き、楽
しさのうちに阪和部部会＝河内例会は幕を
閉じました。 
閉会後皆様をお見送りしましたが「よかっ
たよ」「チャチャチャ楽しかった！」と多
くの方々にお声をかけて頂き、なんとか部
会を成功裏に終えることが出来たと実感で
きました。河内ワイズの皆様のご協力に重
ねてお礼申し上げます。 

第30回阪和部会プログラム 
第1部　式典 
開会点鐘　　　　　横田憲子　阪和部部長　　　 
ワイズソング　　　　　　　一同 
部長挨拶　抱負　　横田憲子　阪和部部長 
来賓挨拶　　　　遠藤通寛　西日本区理事 
　　　　　　　　　　大阪YMCA総主事 
　　　　　　　　　　奈良YMCA総主事 
バナーセレモニー　　阪和部各クラブ会長 
歓迎挨拶　　　田中惟介　河内クラブ会長
主査・主任　抱負表明　　　　主査・主任 
ワイズ将来構想検討委員会の今　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　森田恵三委員長 
第2部　懇親会 
食前感謝　　　　　　　　　松岡虔一牧師 
乾杯　　田中博之アジア太平洋地域会長 
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食事・歓談 
参加クラブ・参加者　紹介　司会者 
アピールタイム 
第3部 
大阪チャチャチャバンド　　　　　演奏 
YMCAの歌　　 
バンドの演奏に合わせ・・・一同 
閉会・感謝挨拶　　　畠平剛志実行委員長 
閉会点鐘　　　　飯沼　眞　次期阪和部長 

第４４期第4回役員会報告　 
　　　　　　　　　クラブ会長　田中惟介　　 
２０１８年９月２７ 日（木） ＹＭＣＡサ
ンホーム・19：00～2０：３0 
出席者　田中・藤井・畠平・横田・望月・
佐古 
10 月例会　10 月18日（木） サンホーム
６階１８：３０～２０：３０ 
担当B班　　 
卓話　東野喜次氏 
テーマ「木質資源の有効利用・バイオマス
発電」 
例会役割分担 
司 会 望月　強君　　　 聖句朗読　丸尾メ
ネット　　君　　食事手配 望月　強君　
食前感謝 杉村　徹君　　　 
ニコニコ 担当　当日指名　受 付 会計 藤
井敬子君　　　音楽担当・会計兼任 
11月号ブリテン原稿 
10月例会報告 畠平剛志君　　にこにこテー
プ起稿 杉村　徹君　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 宮本桂子君 
原稿最終締切は10 月２6日です 厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．10月例会について B班　上記の様に決
定した 
2、11 月　担当・企画　畠平　日程変更
の議案が出されたが　企画を練り再度検討
する事。 
３、９月役員会報告　担当者田中会長に変
更　（書記欠席のため） 
４、チャリティラン支援金、西日本豪雨災
害募金にそれぞれ5万円拠出 
　　10月例会で連絡主事に委託する 
５、その他 
《報告事項》 
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１、じゃがいも数量・発注　現況　残数確
認　８５ケース有り　一層の努力を！ 
2、　部会関連　会計集計中。各担当から
の請求を待つ 
《連絡事項》 
１、10/4　第２例会（ブリテン10月報作
業） 
 YMCA サンホーム　5：30～ 
２、10/21　奈良チャリティラン 
３、10/27　第2回評議会 
４、11/10　大阪クラブ　90周年記念例
会 

丸尾ギャラリー 

阪和部部会・メネット会 

EMCシンポジウム 

チャリティラン 

サンホームニュース　杉村徹 
ＹＭＣＡサンホームでは2年前から大きな
取り組みが２つあります。一つは「子ども
広場」、もう一つは「支えあおう会」です。
支えあおう会には近隣の高校生も登録し喫
茶コーナーでボランティアをしています。
さらに40名以上の近隣にお住いの方々が、
生き生きとボランティアをしています。子
ども広場のボランティアリーダーや小学生
の子どもたち、そこに関わるＹＭＣＡスタッ
フ。地域のＹＭＣＡとして、自らをトラン
スフォームしながら、大きく前進していま
す。 

YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
今年度のチャ
リティランで
も、献金をい
ただき、当日
も暖かい声援
を送ってくだ
さりありがと
うございまし
た。河内ワイズの皆さんが沿道で声をかけ
て下さることが本当に嬉しかったです。リー
ダー会では「繋げよう、東の輪」をテーマ
に、チャリティランに向けて準備を進め、
当日を迎えました。今年度より加わったフ
レッシュのリーダーも多く参加し、リーダー

たちもまた絆を深める時間とな
りました。 
何よりチャリティランを通して、
みんなが一つとなり支援の輪を
広げる機会となりましたことに
感謝いたします。 
今後もよろしくお願いいたしま
す。 
次回、リーダー会は10月23日
(火)19:15～です。 

よろしくお願いいたします。
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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 10 月 
22 日 中野 涌子さん 
WEDDING ANNIVERSARY 
11日 岩坂正雄・千種 夫妻 
27日 橫田憲子・充宏 夫妻

★西日本区強調月間　BF EF★ 
国際組織の一員であることを再認識し、BF/
EFの目的を理解しましょう。 
金澤市郎国際・交流事業主任（京都）

会員数（連絡主事を含む） １2名 ゲスト・ヴィジター出席数 110 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 ２名 0

９月例会出席者（会員） ７名 8月例会出席者総数 23名 今期累計

メイクアップ ０名 8月役員会出席者数 10名 42,070

９月の出席率 58％ 8月延べ出席者数 33名 （円）

10月例会プログラム 
10月18日（木）18：30～20：30 
司 会 　　　　　　　　 望月強　君 
開会点鐘　   田中惟介　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   田中惟介　会長 
聖句朗読　　　　　　 丸尾メネット 
食前感謝 　　　　　　 杉村徹　君　　　　 
会食・インフォメーション 
卓話　   東野喜次氏 
テーマ「木質資源の有効利用・バイオマス発電」

ニコニコ 
誕生結婚祝い  田中惟介　会長 
YMCAの歌   一同 

編集後記　畠平剛志 
6月の大阪北部地震から立て続けに西日本
豪雨、台風21号、北海道地震と災害が続
いています。そんななか観測史上初となる
年間2つ目の「非常に強い」勢力を保った
ままの台風24号が日本列島に上陸しまし
た。幸い、大阪では大きな被害が出ませ
んでしたが、今週末には台風25号がまた
列島上陸もあるか？と言われています。続
く災害によって地盤や家屋の構造もダメー
ジを受けたままです。皆様しっかりと対策
を立て、どうぞお気をつけを！ 

東野喜次（とうの　よしつぐ）氏　 
プロフィール 

1949年　東大阪市で出生 
八尾高校・東京農大卒 
卒後　造園コンサル「グリーンナカノ」 
　　　　　　　　　　　　　　　立ち上げ 
2002年　（株）都市樹木再生センター 
2013年　（株）BPS…バイオマス発電事業 
2016年　（株）グリーンパワー大東　 
　　　　　　　　　　　　　　　…電力小売

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

