
巻頭言「連絡主事・担当主事」　　望月　強 
　呼び名は違っても、どちらでも一緒でしょうか、9月から11月
にかけてワイズの部会とかクラブ記念祝会が多くありました。Ｙ
ＭＣＡ側の人からの祝辞を聞く機会がありました。その話の中に
「昔は担当主事と呼んでいましたが、いつの間にか連絡主事になっ
ています。」又違った祝会時には「ワイズの東日本区では担当主
事と呼び、西日本区では連絡主事と呼ぶ様になっています。」あ
る連絡主事からお聞きしました。以前にワイズの役員会で提案す
ればワイズとＹＭＣＡからの連絡するのが仕事で意見を出す事は
ないと言われたそうです。　　 
　古い話ですが、私がワイズに入ったのはＹＭＣＡ主事仙波さん
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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】【マタイによる福音書22章39節】 
「隣人を自分のように愛しなさい」ー神への感謝と隣人への思いやりを大切にする心がけ、
それがクリスマスメッセージの中心です。ー（選・解説　岩坂正雄） 



の勧めで入会しました。最近ＹＭＣＡの主事・スタッフからの勧めで入会したとの話は聞
いていません。ワイズの事は知らなくてもＹＭＣＡを知り理解を持っている人であればワ
イズ理解も容易でしょう。　　　 
　私の話はスグＥＭＣ（会員増強）に持って行くがそれだけではありません。ワイズメン
ズクラブは「ＹＭＣＡを通して社会に貢献する」と教えられ理解してきました。果たして
それが守られているでしょうか、今原点に帰りＹＭＣＡとの共働を考える時でしょう。 

例会報告　　　　　畠平剛志　　　　　　　　　　　 
日　時：2018年11月15日（木）18:30
～20:30 
場　所：サンホーム６F 
出席者：メン10名　岩坂正雄、佐古至弘、
田中惟介、畠平剛志、藤井敬子、望月強、
横田憲子、丸尾欽造、杉村徹、宮本桂子 
メネット6名　田中加代子、丸尾初子、望
月治子、初田真作子、大藪暢子、佐古優利
子 
ビジター2名　今井利子（なかのしま）　
畠平恵子（大阪西） 
ゲスト　18名「フレンズ」恵俊治、吉谷
逸代、石井光次郎、岡本浩平、崔珉寧 
「ティンカーベル」四宮衛、住田美恵子、
田村仁美、中山敬子、辻川準弥、斉藤勇治 
宮本曜子「レスト」平山洋太郎、道畠彩、
平山良子、道畠美佳、三村明美、馬出昭浩
「石切パンゲア」勝村知子「アトリエ
SUYO」伊藤寿佳子        以上参加者36名 

今月の例会は11月21,22,24日に東大阪市
役所で実施する「第3回ワイズ障がい者作
品展」に出展していただく作家の方々をお
招きし、作品を鑑賞しようという企図で例
会を実施いたしました。上記のように例会
参加人数36名といつものサンホーム6階が
手狭に思える大盛況で、個性的な作品をじっ
くりと鑑賞することが出来ました。今月の
ブリテンでは丸尾さん撮影の写真をできる
だけ掲載するようにいたします。写真から
も楽しい例会の様子が伝わってくるかと思
います。 
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にこにこ語録　　テープ起こし杉村徹 
畠平（大阪西）久しぶりで楽しかったで
す。 
岩坂）今お伺いしたら結婚52年になるん
ですね。私は来年結婚60周年。ダイヤモ
ンド婚です。 
佐古）本日で結婚60周年。どうもありが
とうございました。 
今井）今日は素敵な作品をありがとうござ
いました。堺ＹＭＣＡの時、障がい者の作
品のお手伝いをしていました。皆さんの作
品、本当に素晴らしいです。 
横田）去年の11月、私、ベッドの上にい
まして、こうやって例会に出れるようになっ
て嬉しかったです。 
田中）今日はありがとうございました。若
い力を得ることができて良かったです。 
丸尾）一つひとつの作品を拝見し、それを
作っておられる時の様子を想像すると、素
直な心で夢中になっているのではないかと
思いました。私たちも学ぶことができまし
た。 
畠平）どれも素晴らしい作品、ありがとう
ございました。東大阪市役所で11月22日
から24日に、展示をいたしますので、作
品を見に来ていただきたいと思います。 
宮本）作品展3回目になります。50点を超
える作品が集まっています。本当に皆さん
頑張っておられるのがうれしいです。これ
からも一緒に作品作り頑張りましょう。 
藤井）作品展にお手伝いに伺っています。
孫にいつも「これ描いて」って言われて描
くと、「違う!」と（笑）言われます。教
えてほしいです。 

田中メ）今日は皆さんの力作を見せていた
だいて、ありがとうございました。 
望月メ）ますます皆さん上手になられて、
楽しみにしています。結婚記念ありがとう
ございます。 

初田）今日は顔見知り
ばっかりで、どうもあ
りがとうございます。に
ぎやかな例会は久しぶ
りで、また来てくださ
い。 
大藪）今日は素敵な作
品をたくさん見せてい
ただいてありがとうございました。 
望月）今日はどんな例会になるか楽しみで
した。鑑賞してとても嬉しかったです。結
婚記念日もありがとうございました。よう
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もったなと（笑）。伊藤さんの家に行きま
した。元気にされていました。 
丸尾メ）にぎやかな楽しい例会になったこ
とを嬉しく思います。 

第3回ワイズ障がい者作品展　畠平剛志 
2018年11月21日、22日、24日に第3回
目となるワイズ障がい者作品展を実施しま
した。3日間で130名以上の来場者を迎
え、特に出展者の多くの方々を迎えること
が出来たのは、この作品展の第一目的であ
る「障がい者にできるだけ外出してきても
らい、この作品展をきっかけに社会の関わ
りを増やしてもらいたい」ということに合
致することができたと思います。また、3
日間にわたり石切パンゲアの勝村知子さん
がお手伝いに来てくれたことも嬉しい出来
事でした。 
なお、今回の作品展の全作品は丸尾さんに
撮影いただき、楽天写真館（以下の
URL）に公開しています。 
https://shashinkan.rakuten.co.jp/my-
page/organizer/album/album/
1167374/ 
写真はサイトからプリントアウト発注も出
来るようになっていますので、ぜひ一度ご
覧いただくようお願いいたします。 

第４４期第６回役員会報告　書記大藪暢子 
２０１８年１１月２２日（木） ＹＭＣＡ
サンホーム・19：00～2０：３0 
日本区強調月間EMC―E・YES 
出席者　田中・大藪・丸尾・畠平・宮本・
横田・望月・丸尾メネット 
１２月X’mas例会　12月20日（木） サン
ホーム６階１８：３０～２０：３０ 
例会役割分担 
司 会 大藪・藤井君　　　 聖句朗読　初田
メネット君　　食事手配　畠平君　食前感
謝 杉村　徹君　　　 
ニコニコ　　 当日指名　受 付 会計 藤井 
君　　　音楽担当・会計兼任　X’sメッセー
ジ　岩坂正雄君　 
１月号ブリテン原稿 
１２月例会報告 横田憲子君　　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 田中惟介君 
原稿最終締切は12月21日です 厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．12月例会について　　担当者　上記 
　　役割分担決定　準備会は12/6、12/8、
12/13で行う。 
2、12月役員会日程を12/13に変更する。 
３、1月例会は　阪和部新年合同例会　1
月14日とする。 
４、ワイズ将来構想検討委員会に横田憲子
君を推挙する。 
５、 
《報告事項》 
１、次期役員立候補受付　期日までに届け
出なし。 
　　12/6　14：00～第1回選考委員会　 
丸尾委員長、中野、望月、田中　各委員に
よる。 
《連絡事項》 
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１、12/6　第２例会（ブリテン12月報作
業）YMCA サンホーム15：00～ 
２、12/8　サンホームのX’mas会　クラ
フトの補助やみんなで歌おう 
等にワイズの参加を求めています。 
３、12/13　12月役員会（日にち変更）
X’mas例会の最終打ち合わせ 
12/27　ブリテン1月報発送　14：00 

YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
先日は、冬期プログラムのキックオフミー
ティングがあり、多くのリーダーが集い、
冬のプログラムを迎えるスタートを切りま
した。 
東大阪地域リーダー会OGの野村さん(あり
んこリーダー)が講師として来られ、「学
校現場からの視点とYMCA活動への期待」
という題で講義をしていただきました。 
先輩のメッセージは現役のリーダーにもこ
ころにも強く届いたようで、「さらにやる
気が湧いてきました！早くキャンプに行き
たいです！」と現役リーダー 
のけんぴが言っていました。 
この冬も、 
キャンプを楽しみに待つ多くの子どもたち、
リーダーとともにすてきな時間をつくって
いきたいと思います。 

サンホームニュース　杉村徹 
10月27日に「第3回　五百石お祭り」が
開催されました。サンホームも初回からブー
ス出展しています。3年前、五百石自治会
長さんがサンホームに来られて、「子ども
が楽しめるお祭りが地域から無くなって久
しい。子どもたちに楽しい思い出を作りた
いが、サンホームさん、前に子どものプロ
グラムされたでしょ！？」と。ウエルネス
事業が地域に根差していたからこそです。
東ＹＭＣＡもサンホームも、ＹＭＣＡとし
ての雰囲気、スタッフ、プログラムは繋
がっていま
す。 

写真をごら
んください！
皆自然と顔
がほころん
でいます。
フランクフルトにたこ焼き、わたあめ、ポッ
プコーン等、たくさん食べました♪「わた
あめなんか云十年ぶりやわ、おいしいなぁ」
というお声も聞けて皆大満足でした。
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★西日本区強調月間　EMC-E　YES★ 
"Ｙ's Ｍen's Ｗindows １００（→２０２
２）"２０２２年のワイズ１００周年までに、
全ての部においてエクステンションに挑戦し
て、１００クラブ＋２０２２名を実現しまし
ょう！（Ｅ） 
ＹＥＳ献金はエクステンションを支援するた
めのものです。（ＹＥＳ）　 
小野　勅紘　ＥＭＣ事業主任 

会員数（連絡主事を含む） １2名 ゲスト・ヴィジター出席数 20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 6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 27,300

11月例会出席者（会員） 8名 10月例会出席者総数 15名 今期累計

メイクアップ 0名 10月役員会出席者数 8名 81,860

９月の出席率 66％ 10月延べ出席者数 23名 （円）
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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 12 月 
２５日 橫田 允宏 君 
WEDDING ANNIVERSARY 
６日 宮本桂子・善之 夫妻

12月例会プログラム 
12月20日（木）18：30～20：30 
司 会 　　　　　　　　 横田憲子　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 
みんなで歌おうX’sソング　 
　　　　　　　　　ピアノ　西谷恵利子さん 
聖句朗読　　　　　　 初田眞佐子メネット 
食前感謝 　　　　　　 杉村徹　君　　　　 
　　　　　　　　・・・・ 
誕生結婚祝い  田中惟介　会長 
ニコニコ 
YMCAの歌   一同 
閉会点鐘   丸尾欽造　副会長 

編集後記　畠平剛志 
今月は作品展例会、第3回障がい者作品
展と2週続けての「芸術月間」となりま
した。皆様には大変なご協力をいただき、
特に作品展全日全時間出席いただいた宮
本メン、そしてヘルパーさんありがとう
ございました！また、それらの作品につ
いては丸尾メンに写真撮影していただき
ました。文中にも記しましたが、WEB
で全作品を公開しております。河内ワイ
ズHPにリンクがありますので見ていた
だければ幸甚です。 

◎ピアノ伴奏でクリスマスソングを歌おう・・・・・                       

◎ 食生活創造室のデザートや

      ジャンボ寿司や鶏の丸焼きもあるよ

           その他のお楽しみも準備してま～す

日 時 12 月 20 日（木） 東 YMCA サンホーム６階 6：30～8：30

   登録費 ￥2500－ 登録締め切りは１２月１５日

          クラブ会長 田中まで（090 3940 1919）

リーダー・サンホームスタッフはご招待します。ここから新しい

絆を 結び 共に 働ける きっかけにしましょう

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

