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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
主題

「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

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

【今月の聖句】【マタイによる福音書７章７８節】
「求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つけられる。門をたたき
なさい、そうすれば開かれる」ー熱心に努力して務めれば道は開かれるのです。ー
（選・解説 岩坂正雄）

巻頭言「平成30年7月豪雨」

畠平剛志

昨年の平成30年7月豪雨では別名の「西日本豪雨」が示すように、西日本に多くの被害を
もたらしました。三原に住む友人宅の裏山が崩れかけて
いるとの知らせを受けたのは雨が去った直後でした。大
きな被害に行政は手一杯で友人宅が押しつぶされるのを
待つしか無いのか、、、という状況でしたが、それをSNS
で見た知人が「俺らでなんとかしようぜ」と声をかけた
ところ、遠くは千葉から重機を積んで、和歌山から斜面
の木を伐採する道具を積んで、全国から多くの知古や、
「今からはじめて出会う友人たち」が集まってきました。
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もちろん私のように身一つで来たものも多く、また「行けないから活動資金だけ送るね」
と送金をしてきた人もいます。数週間にわたる活動の結果として、なかば土砂に埋まって
いた家の周りから土砂を取り除き、裏山の今にも家に向かって崩落しそうな危険な大木を
伐採し、土砂留めのフレコンバッグを斜面手前に積む応急処置まで終えることが出来まし
た。
ワイズメンズクラブは社会奉仕団体でありますし、昨今は東京オリンピックを前にボラン
ティアの募集方法はじめ、社会奉仕やボランティアなどのあり方が話題になることも多い
ように思います。いろいろと議論はありますが、やはりこのように知り合いを、そして「今
から知り合いになる人を助けたい」という個々の単純な気持ちからいろいろな人や物が集
まり、誰かを助ける大きな力を発揮することができるんだと実感いたしました。
例会報告
横田憲子
阪 和 部
新 年 合 同 例 会
ホストクラブ 和歌山クラブ
日時：２０１９年１月１４日[祝・月] １
２：００〜１５：００
場所：ホテルグランビア和歌山 ６階ル・
グランＣ
参加者：９６名
河内クラブ出席名：田中惟介 加代子・望
月強 治子・丸尾欽造 初子・宮本桂子
善之・横田憲子
平成３１年の１月、第３０回 阪和部
新年合同例会が和歌山で開催された。第１
部の司会は連絡主事の藤田りかさんで、部
長の点鐘で始まり新年祈祷を和歌山福音教
会の中林かなえ牧師から新年祈祷をいただ
き、部長・理事の挨拶そして奈良Ｙ・大阪
Ｙ・和歌山Ｙを代表して加志勉（和歌山Ｙ
ＭＣＡ）総主事がお祝を述べられた。
第２部は祝会に入り和歌山クラブ次期
会長の内籐陽介メンによる司会で坂本智メ
ンの食前感謝と中西部大阪クラブ副会長の
清水汎メンが声高らかに乾杯をされた。お
しゃれなお弁当をゆっくりと頂き、その雰
囲気を壊さず私たちの心をつかむＴＯ
NPEIさんの歌唱力と選曲で楽しい時間を
過ごした。アピールタイムは熊本にしクラ
ブの岩本悟メンが「熊本にしと熊本ネクサ
ス合同１０周年記念」・西日本区大会・ア
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ジア太平洋地域大会・阪和部地域奉仕・環
境事業の三木求事業主査からシンポジュー
ム開催案内・ＹＹＹフォーラムをＹサ事業
主査大東義史主査から開催案内・奈良クラ
ブがこども食堂に繋がるフードバンクの取
り組みのなか、２月例会に余剰食材をお持
ち下さいというアピールを高井亮吉会長か
らあった。最後の楽しみは６０点余りの景
品をご用意いただき大抽選会を三木求メン
により鳴り物入りで賑やかな時間となりま
した。ご夫妻であたられる運ある方とご夫
婦ともあたりのない方、今年の運勢はいか
に？
この新年合同例会の大役を担われた入
会１年の実行委員長濱口陽一メンが初々し
いお礼の言葉を述べられ出席者より暖かい
拍手に包まれた。飯沼次期部長の点鐘で予
定の時間に閉会となる。
第４４期第７回役員会報告 書記大藪暢子
２０１９年１月２４日（木） ＹＭＣＡサ
ンホーム・19：00〜2０：３0
日本区強調月間
２月 TOF・CS・FF
出席者 田中・大藪・丸尾・畠平・横田・
望月・杉村・中西
２ 月例会 2月14日（木）TOF・役員信
任投票
例会役割分担
司 会 横田憲子君
聖句朗読 望月
メネット
食事手配 藤井敬子君
食前感謝 佐古至弘君 ニコニコ 当日指名
受 付 会計 藤井 君
音楽担当・会計
兼任
3月号ブリテン原稿
2月例会報告 田中惟介君
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 田中加代子君
原稿最終締切は３月1日です 厳守！！
ページ 3

審議事項・報告・連絡事項
《審議事項》
1．2月例会について
役員信任投票
委任状作成・役員名掲示用作成＝丸尾
印刷・ブリテン同封＝望月
2、３月例会日 3/21（祝日）実施
内容 メネット例会 ベンガラ染体験 2
月報に詳細案内・評議会でアピール
３、らくらく車椅子登山 らくらく登山道
通行止めの為実施不可能、代案を検討する。
芳澤君主幹の車椅子清掃ボランティア活動
に関わっている大商大高校生との関係を大
切にして 継続を模索する
４、その他 新年合同例会会計報告 剰余
金￥127,600−を阪和部会計に入れるこ
とを承認
5、 メネット交流会、4/4に決定 河内
メネットは受付等の手助けをする。
《報告事項》
1、 次期役員選考委員会 経過
2、 退会申請 2月例会で公表
3、 次期EMC主査 慣例により直前会長
が就任 評議会を経て決定
《連絡事項》
１、2/7 14：00〜ブリテン2月報 発
送作業
２、2/16 第３回主査会・評議会
３、２/23 地域奉仕・環境事業シンポ
14：00〜16：30 南Y
4、3/23ＹＹＹフォーラム 南YMCA
YMCAニュース
切通菜摘
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
先日、1月のリーダー会でリーダー会長を
決める選挙が行われ、次期会長が決まりま
した。
リーダー会一人ひとりのメッセージととも
に信任の票が寄せられ、和田 遼香さん（ぷ
りんリーダー）が次期会長を務めます。
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現会長の松原 由佳さん（けんぴリー
ダー）から確かにバトンが受け渡されまし
た。
これまで多くの方が携わり、創りあげられ
たリーダー会。守っていくこと、新しく改
革をしていくこと。
新しい会長のリーダーシップの元、新しい
チームが動き出します。
4年目のリーダーは3月までリーダー会に
所属しています。
今後も「共に」よろし
くお願いいたします
次回リーダー会
2月19日(火)18:30〜

イン体験授業）が実施されます。
デザイン美術コースの2年生の28名
が「福祉ユニバーサルデザインが現
場でどのように活かされ、役立って
いるのか」を見学・体験し、入居者
とのコミュニケーションを通じて現
場の声を聴くとともに、ボランティ
アや社会貢献の大切さを知り、主体
的に社会に役立つ活動ができるよう
になることを目指して行われます。
この授業の出会いが「車いす清掃」
や「らくらく車いす登山」にもつながるきっ
かけとなっています。
ユースリーダーによる「ＹＭＣＡ子ども広
場」や、大阪樟蔭高校生による「喫茶ボラ
ンティア」など、青年を育むＹＭＣＡとし
ての取り組みを進めています。

2月メネット例会
ベンガラ染め体験
今回のメネット例会ではベンガラ染体
験でビー玉絞りハンカチの染を体験し
ていただきます。
できればエプロンなどをお持ちくださ
い！

サンホームニュース 杉村徹
「大阪商業大学高等学校・特
別授業開催！」
来たる2月8日、大阪商業大
学高校の学生が来館し、特別
授業（福祉ユニバーサルデザ
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HAPPY BIRTH DAY ２月
12 日 畠平 剛志 君
27日 丸尾 欽造 君
WEDDING ANNIVERSARY
３日 丸尾欽造・初子 夫妻
１５日 藤井敬子・中 夫妻

2月例会プログラム
2月14日（木）TOF18:30~20:30
司会
開会点鐘

横田憲子君
田中会長

ワイズソング 一同
ゲスト・ビジター紹介司会
会長の時間 田中会長

編集後記 畠平剛志
今月のブリテンは新年合同例会で
丸尾メンに数多くの写真を撮影し
ていただきました。先日の役員会
で「小さくてもいいので写真を沢
山掲載してはどうか」とご提案い
ただきましたので、㈱望月のプリ
ンターの限界に挑戦してみました。
潰れずに出ているでしょうか？
1月12日、私は新年合同例会では
なく、息子の成人式に出席してま
いりました。息子のはじめてのスー
ツ姿に「大きくなったなぁ」と感
慨深かったです。一緒に成人式を
迎えた同級生のやんちゃな子達の
原色の羽織袴を見て「あーこうい
うの、荒れる成人式ニュースで見る
なぁ」と思いましたが、子供の頃
から知っているエエ子らが着ると
これもこれでなかなか可愛らしい
もんです（笑）
会員数（連絡主事を含む）

次期役員信任投票
丸尾選考委員長→選考委員
次期役員受諾・決意表明
聖句朗読 初田メネット
食前感謝 佐古至弘君
「下半期の活動と将来構想
結婚・誕生祝い
ニコニコ
YMCAの歌
閉会点鐘 丸尾副会長

★西日本区強調月間 TOF
CS FF STEP for All★
あなたの思いやりが人を助け、命

１2名

ゲスト・ヴィジター出席数

-名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

4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

0

1月例会出席者（会員）

4名

12月例会出席者総数

34名

今期累計

メイクアップ

4名

12月役員会出席者数

8名

94,460

1月の出席率

67％

42名

（円）

内

広義会員・功労会員数

12月延べ出席者数

第４4期
会 長:田中惟介

懇談」

ク

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

ラ

ブ

を救い、環境を守ります。各種献
金にご協力ください。
倉

卓也

地域奉仕・環境事業主

任（京都トップスクラブ）

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

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

：サンホーム

東大阪市御厨南３−１−１８
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