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「巻頭言」   輝けるワイズの未来       会長 畠平剛志 

 現在阪和部ではワイズメンの減少、会員増強の必要性

が叫ばれています。例会の活性化、参加しやすい雰囲気

作り…各クラブは色々工夫をしています。しかし残念な

がら、実効は上がっていません。 

 

震災ボランティアなどを見ても、世に社会奉仕の精神

に燃えている方は数多くいます。ですが震災時に彼らの

熱情に対して役所などの既存組織は「死ぬ気で行ってこい」と背中を押

すことは出来ず、事が落ち着いてから「今なら来ても相手をしてあげら

れるよ」と冷水を浴びせかけました。「組織」としてはそうせざるを得

なかったのです。 

では彼らは諦めたか？否、知人を、知人の知人を頼って、「手助けを

求めている人のもとに駆けつけた」のです。 

 

私はそんな彼らを知っていることをとても誇りに思います。そして次

に「何か」あれば、彼らに相談することでしょう。  

 

このように「何かあった時、この人に聞けば、私の行く道が見つけられ

る」そういう集まりになること、これがワイズメンズクラブの魅力を高める道だと考えます。 

そのためには、あえてワイズにこだわらず、ワイズメン自身の奉仕者としての魅力を高めることが必要でし

ょう。そしてまずは我々がお互いの活動を知り合い、機会があれば他グループとコラボレーションする。小さ

なグループが有機的にからみ合って活発な活動をすることでお互いの活動を補助し合い、また、お互いの存在

を認知しあう。そんなワイズメンズクラブの将来は、輝いて見えませんか？ 

 

７月例会プログラム 
７月１６日（木）サンホーム 6Ｆ 

Kick-off  EMC-C 
司会        大谷美佐子君 
開会点鐘        畠平会長 
ワイズソング      一  同 
聖句朗読       君 
ゲスト・ヴィジター紹介  司会者 
会長の時間  
食前感謝       佐古至弘君 
  食事・歓談     一  同 

インフォメーション  各 担 当 
・年間行事発表 
・オークション（中野・杉村）

誕生･結婚祝      畠平会長 
にこにこアワー 
YMCA の歌       一  同 
閉会点鐘        正野副会長

  ２０１３～２０１４年度【主  題】 

クラブ主題  『選択と集中』 Selection and Concentration              畠平剛志 会長 
阪和部主題  「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき        飯沼 眞 部長 

西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」          高瀬稔彦 理事 

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.” 

 スローガン  「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man” 
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに        岡野泰和 地域会長 

 スローガン  “One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ   

国 際 主 題 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう   Poul V. Thomsen 国際会長

スローガン   “Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション 

【今月の聖句】ローマの信徒への手紙 12 章 10 節            （選・解説 岩坂正雄） 

「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手をすぐれた者と思いなさい」 

― 一人ひとりを大切にするワイズダムの心を新たにして「畠平丸」を船出させましょう― 

The Y’s Men’s  Club  Of 
OSAKA-KAWACHI 

Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 

 

C/O Osaka Higasi YMCA 
3-1-18 Mikuriya Minami 

Higasi-Osaka JAPAN 

577-0034 

h //k hi
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６月例会報告  --サンホーム ６階 ―         
      ２０１３年６月２０日（木）18:30～20:30 

 記録 中野義彦 

出席者(敬称略) 

メ ン  大谷・加藤・佐古・正野・新本・田中・藤井 

中野・畠平・横田・丸尾・宮本・望月・芳澤 

連絡主事 杉村 

功労会員・広義会員 伊藤・岩坂 

メネット伊藤・丸尾・望月・中野・新本 ・大藪 

ゲスト＆ビジター 

飯沼 眞阪和部長 遠藤通寛 部書記 

山田理学 部会計 猪瀬正雄 泉北ｃ会長 

林 佑幸 EMC 主査（奈良） 

今井利子（なかのしま） 

              以上 ２９名 

   岩坂正雄君の司会で定刻に始められた。 

  宮本会長の今年度、持病を抱えな

がら皆さまのご協力のおかげで  

何とか遣りおおせることができあ

りがたく思っております。  との挨

拶があり。 

  飯沼次期阪和部長より部会は YMCA の施設を使

い紀泉わいわい村  において開催することを主な挨

拶とし、正野部長より、色々な人  との繋がりと経

験ができ、部会ではクラブが一つになり良い会を  

持てたことは、メンバー特にメネットの皆様にお礼

申したいとの  言葉が告げられた。 

  飯沼次期部長による、役員交代式が執行された。

ご自分でも  仰っていたが、始でもあり大分緊張さ

れていたようである。 

  河内クラブにおいて、東日

本大震災の支援を行うことと

なり  支援の為の、物産販売

をすることとなり（次期は年

間を通して行う） 

  畠平次期会長、猪瀬（泉北

クラブ）よりアピールがあっ

た 

  次期部役員よりそれぞれの

方針を発表があり、今年度ク

ラブ  各実行委員長より年度 

内の成果の発表があった。 
（会長バッジ装着）   

 

  ６月１１～１８日に訪

ロの報告がパワーポイン

トを利用し説明され、 

 

  定刻に閉会した。 

にこにこ語録（7 月例会) 敬称略 

             テープ起稿 畠平 剛志 

飯沼（阪和部長）無事 1 年間が過ごせるよう、よろしく

お願いいたします 

岩坂 新しい船出に、畠平会長、飯沼部

長、よろしく。 

遠藤（メネット主査）12月に

堺の障害者作品展会場

でメネットの集いを開き

ます。ボーダレスアート、エーブルアー

トと言う、障害のある方の作品を展示

します。そのあと懇親会をし、障害のあ

る方のお話を聞いていただきます。どうぞよろしくお

願いします。 

山田（部会計）来期、皆様のご協力をよ

ろしく・・・・・・ 

林（EMC 主査）河内クラブ

に来るとホッとします。

義兄と姉のすすめでワ

イズに入ったのですが、

河内クラブのメンバー

のことを色々と聞いているからだろう

と思います。 

猪瀬（泉北会長）来期 4 度目の会長です

が EMC を頑張りたいと思います。持っ

ているものを総動員して…他所のクラ

ブからの転会も歓迎です…それは EMC

とは言いませんけども（笑） 

今井（なかのしま）皆さんほんとうに

素晴らしいお国に行ってこられて、

スライド、ありがとうございます。ワ

イズメンズクラブやからこそ平和そ

のものやったのかなと思います。 

佐古 5 月の末に足をぐねりまして、

ようやく、元に戻りました。できるだ

け役員会にも出るように致します。 

新本サンクトペテルブルグにいらした 5 名の方、ご苦

労様でした。特に伊藤さんは神経を使い果たしてお帰

りになったようです。奥様どうぞいたわってあげて下

さい。 

田中この１月半の間に姪の結婚式が２つ、叔父のお葬

式が一つ、祝儀不祝儀の出費がかさんで年金の２ヶ月

分が飛んじゃいました。ご支援、よろしくお願いいたし

ます（笑） 

横田宮本会長、私達が分からないご負担があったも

のと思います。本当に１年間ご苦労様でした 

 

丸尾ブリテンを２年間務めさせてい

ただいて、次期にはまた斬新なブリ

テンを出していただきたいなぁと思っ

ています。今日いみじくも南東東のほ

うに芳沢さんと加藤さんが澄まして

おられますが、今期で退会されると聞

いておりますが、何か間違いじゃない

でしょうか？…長い間、ご奉仕いただ

いて、ありがとうございました。 
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中野 無事に帰って参りました

けども、一番びっくりしたことが、

建物のキレイなこと。見えるとこ

ろだけキレイに補修していて、中

側に入るとものすごい傷んでお

ります。ところが、一歩部屋の中

に入ると、キレイにしています。そういう所でした。 

藤井 次期も会計をしますので、会費の方よろしくお

願い致します 

望月 無口ですので、名前だけ・・・望月です。 

大薮メ 主人の誕生日のお祝い、あ

りがとうございました。幽霊部員で

はありますが、私生活ではそこそこ

元気にしております 

新本メ 今日はおみやげ話を有難

うございました。宮本さんご苦労様

でした。感謝します 

丸尾メ 宮本さん1年間本当にありがとうございまし

た。そして畠平さん 1年間よろしくお願いいたします。 

望月メ キレイな映像を見せていたできありがとう

ございました。丸尾メネット会長様、ご苦労様でした、

中野メネット会長様、よろしくお願いいたします。 

伊藤メ この度はロシアの方に行かせて頂きまして、

ひょろひょろながら、何とか、全部を回りこなして自

分でもこんなに嬉しいことはございません。実はこ

れ（お茶）日本では 100 円で買えますけど、向こうで

は 200 円ちょっとします。これをひとつ買うのに大変

で、オルガさんに水一本、水一本言ったのですが、自

分では買えないんです。 

そこではじめて、水は命の水になっていて、無茶に使

ったらいかんな、と思いました。外国に行ってはじめ

て、日本はいい国だなとつくづく思いました。 

大谷 私もロシアに連れて行ってもらって、本当にい

い経験をさせてもらったと思います。 

ロシアに行くにあたって、母を東京の二人の弟に預か

ってもらいました。行くときは同行したのですが 帰

りは 90歳の母が一人新幹線で帰ってくるというので

心配していたのですが、ピンピンして帰ってきました。

「またこれやったら行けるな」と思っています。（笑） 

加藤 宮本会長、1 年間

ご苦労様でした。ありが

とうございました。 

芳澤 1 年ぶりです。今日

は本当に皆さんに申し訳

なくお詫びの言葉をと思

いまして、何とか会社を抜け出してまいりました。クリ

アできない条件がありましたので、今回は退会という

ことになりますけども、これでおしまいではなく、皆

様とは接点を持って行きたいと思っています。仕事柄、

毎日サンホームにはおじゃましていますので、皆様と

お会いする機会はあるかと思います。どうか、邪険に

すること無く、声をかけて下さい。それと 9 年前から

はじめました車椅子の清掃は私が投げかけたことで

すので、これは命続く限りやって行きたいと思います。

宮本さん、ありがとうございました。畠平さん頑張っ

てください 

伊藤 すべての費用を聞かれましたので、165000 円

です。向こうでは全て接待、安く行って参りました。 

宮本 畠平さん、飯沼さん、阪和部の役員の方々、河

内クラブの役員の方々、来期がんばってくださいま

すようによろしくお願いいたします。 

畠平 来期よろしくお願いいたします。猪瀬さんにご

縁を取り持っていただいた東北の物産販売は、ず～

っとやります。よろしくお願いいたします。誕生日祝い

もここから出そうかと思います。この人醤油顔やから 

醤油という感じで、何が来るかわかりませんが、よろ

しくお願いいたします。 

中野メ このたびロシアに行か

せて頂きまして、本当にありがと

うございました。とってもよかっ

たです。来期メネット会長でやら

せて頂きますので、ご指導よろし

くお願いいたします。 

 

本日のにこにこ  

￥23.835－でした。 

第３9 期 第 1 回役員会報告 

“選択と集中” 

日本区強調月間 Kick-off  EMC-C 
２０１３年６月２７日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 畠平・田中・望月・大谷・佐古・正野 

横田・中野・宮本・藤井・丸尾 

7 月例会 7 月 18 日（木）18：30～20：30 

        サンホーム   担当：A 班            

例会役割分担 
司会          大谷美佐子君    

食事手配         藤井敬子君 

聖句朗読・食前感謝    佐古至弘君 

受  付       藤井・望月会計 

オークション受付     メネット会 

オークション担当    中野・杉村君 

8 月号ブリテン原稿 
例会報告         岩坂正雄君 

役員会報告       大谷美佐子君  

Ｙニュース       箕浦史郎所長  

サンホームニュース    杉村 徹君 

巻頭言          杉村 徹君 

にこにこテープ起し    田中惟介君 

原稿締め切りは７月２６日です 

報告・連絡事項・審議事項 

《報告事項》 

1,クラブ合同懇親会→4 クラブ（+和歌山） 

 日時：８月１０日（土） ｐｍ６：００～８：００  

場所：上本町 百楽本店 

 会費： ５，０００円・・河内クラブは４，０００円

（１０００円補助有り） 

2,西日本区大会 当クラブから７名参加 

   メン 畠平、正野、宮本、望月、横田 

メネット 宮本、望月 

3,予算案   例会で提示済み 

4, 決算報告 ６月末にて集計中 

5,その他 

 田辺クラブ バナー降納例会があり 

65 年 10 ヶ月の歴史を閉じた（正野） 
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《連絡事項》 

1, 阪和部会 9/14（土）於：紀泉わいわい村 

      第１報のチラシ抜粋 ブリテン６頁に掲載 

2, 4 クラブ合同例会申し込み  

7 月例会で締切 

      詳細は報告事項の １.参照 

3, チャリラン実行委員会  

7/5 に開催・日程、会場等が決まる 

4, 各実行委員会報告 会長よりひな形提示、 

5, その他 

   杉村連絡主事より文書による連絡があった 

   イ なごみは状況を見て再開する。  

その節は改めて協力をお願いします 

   ロ ウエルネスの X’s 会は 12/7 に決定された 

 

《審議事項》 

1, 年間計画 7 月（例会にて上程済）  承認 

2, 7 月例会 A 班（横田） 役割分担等  

上記の通り決定 

3, 年間計画 8 月～（例会にて上程済） 承認  

4, 東北物産販売の継続について  

おおむね承認された 

取り扱い産品等についてチームを編成し 11 月例

会を目途に軌道に乗せる。 

チーム初期構成員として 畠平・丸尾・田中 

5, 誕生、結婚祝い   

東北物産の中から選びプレゼントする。 

購入費は 予算の祝い金を充てる。 

6, 会長通信発行  

クラブ会員向けのブリテンと同送する 

7, クラブ会則改定  

功労会員の年会費は広義会員に準ずるものとする。 

施行細則に基づき会則に補記する 

   会長提案の 他の部分（入会金規定）は継続審議と 

する 

8,その他 

 大阪 YMCA 東北大震災被災地支援発達障害児 

キャンプの支援金           （横田） 

物産販売の収益金から 5 万円支出する 

別途 丸尾 Y’s から例会での野菜売上金 
         ￥2000－を追加支援される 

 らくらく車椅子登山の会計報告 

   藤井会計より配布された報告書が承認された 

 

連絡事項 5>実行委員会について 

実行委員長は会長が委嘱し、委員は実行委員長が委嘱する。 

基本的に最終決定は委員長に一任するが、役員会にて実行

委員会の報告連絡相談を行い、会員、役員会の意思を反映

させる。 

当月は会長より各実行委員会へスケジュール（案）を 

お示しするが、以降の実行委員会の開催などの準備は 

実行委員会にお任せするので、メーリングリストや役 

員会などで適宜、進捗具合のご報告をお願いしたい。 

（実行委員会はメーリングリストなどを活用し、開催日 

は例会、役員会日に重ねるなど、出務負担が出来るだけ 

減るようにお願いします。） 

 

第４回阪和部評議会報告  阪和部書記 横田憲子 

2013 年 6 月 15 日（土）13：00～15：00 

南 YMCA ライブラリにて開催されました。 

 

第１号議案から第５号議案までの 5 議案が上程さ

れ 審議されました。詳細は部報に掲載されます。 

 

主だったところでは 

 

3 号議案：アジアユースコンボケーション参加のユ

ースリーダー2 名にそれぞれ 5 万円支援することが

承認されました 

4 号議案：ユースコンボケーション支援金の予算化

は協議するも纏まらず 次期において継続審議する

事となった。 

5 号議案：地域奉仕・環境事業特別会計の一般会計 

への繰り入れについて 協議の結果、反対４票・棄

権６票で否決されました。 

（役員交代式） 

第１回評議会報告         畠平剛志会長 

 

平成２５年６月１５日（土）大阪南 YMCA２F ラ

イブラリーにて第２５期評議会が開催されました。 

飯沼眞部長の挨拶に続き、各クラブ会長、各 YMCA

連絡主事、各事業主査の活動計画及び抱負がござい

ました。 

評議事項として、役員の承認、阪和部予算案があり、

各事項原案どおり承認されました。 

また、第２５回阪和部会について第一報が提示され

ました。

 

 

 

―４― 

告    知 

サマーオークション 

納涼例会で恒例の オークションを 

都合により ７月例会で行います。 

 

皆さんに 競っていただけそうな品を 

１～２点ご持参下さい 

 

ご協力、よろしくお願いします。 

 

会長・例会担当一同 
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   ロシア訪問報告 

：日 程  ６月１１日～１８日 

：訪問先 サンクト ペテルブルグ区  

オゼルキクラブ 

：訪問者 伊藤圭介、伊藤玲子 

中野義彦、中野涌子、大谷美佐子 

  

出発当日は良いお天気で 

望月メンに見送くられ出発しました。 

ＩＢＣクラブ Saint Petersburg Ozelki の招待訪問です。 横浜国際大会終了後、２６

人を招いた事をいつまでも忘れず私達を招待して下さった温かい心遣いが嬉しいです。 

滞在中はクラブメンバーが役割を分担しサンクト ペテルブルグの街を毎日案内して下さいました。 

古い街並みをクルージング、トロリーバスや地下鉄に乗り移動し観光、素晴らしい教会の建物や宮殿、広大な

公園等々圧倒され続けられました。是非ともバレーを鑑賞したいとお願いしていましたら「白鳥の湖」を手配

して頂いていました。 

よく歩き毎日の歩行は１５０００歩を超える歩数で頑張りました。高齢である伊藤メンご夫妻はとても頑張られ

ました。 

クラブ例会にも参加し、ワイズソングから始まる例会ではなく自然と開始されクラブメンバーで一つの事

に取り組む例会のようです。当日は絵の先生を招き大きな紙に共同で絵を書きステキな絵が出来上がりま

しまた、ロシアには孤児が多いようでその支援もしているようです。ワイズソングから始まる河内クラブの例

会とは違った例会を経験しました。 

今回の訪問ではワイズメン以外のロシアの友がホームステイをしてくれました、新らたな友人が出来たの

は嬉しいことです。 

今回の訪ロで国境を越えて広がる友情、とても良い交流ができました。    報告 大谷美佐子 

 

大阪河内クラブ５人わくわくロシア旅 
行動記録： ２０１３年 6 月１２日～１７日 

12 日：（ロシア記念日）貸し切り船で運河クルーズ、2時間。聖歌隊大合唱 

ユーリーさん宅での歓迎会。 

13 日：ピヨトル大帝夏の宮殿前の 64 個の噴水。イサク大聖堂。マリンスキー広場のピヨ

トル大帝像。クラブ例会。 

14 日：ロシア美術館（14-15 世紀の宗教画）。美術館の庭園でガーデンフエスティバル。 

ガラス工房。バレー「白鳥の湖」鑑賞。アイレイクサンドリームキ劇場。 

15 日：エルミタージュ美術館。ＡＮＮＡ会長宅歓迎パーティ。 

16 日：エカテリーナ宮殿。戦争記念館。ペテロパブロフスク要塞。巡洋艦、オーロラ号。 

17 日：当地出発、帰国の途。18 日：関空 9時着。 

 

空港にはオルガ夫妻とヴァシールさんが出迎えて下さり夫々のホームステイ宅に送って頂いた。オルガさん

のマンションは１２F で遠くにフィンランド湾が見渡せる。夜１２時でも未だ明るい。クラブのメンの方々、そのお

友達の方々の役割分担が隅々まで行き届いていて日替わりで案内の方々が地下鉄、バス、マイカーを利用

し時間いっぱい有名な所へ案内して頂いた。世界が認める文化遺産を国民が共有する為に街全体看板が少

ないし、川、公園にゴミが全然見られない。素晴らしい緑の並木も道路も毎日手入れされ美しい景観が保た

れていること。日本も大いに見習うべきと思った。ただ、スリだけは十分気をつけて！と再々注意されました。

ユーリーさん、アンナさん宅での暖かい家庭料理での歓迎会、ヴァシールさんのピアノ伴奏が始まり私らも一

緒に歌った。帰国が近付いた日、予定になかった戦争博物館へ。地下の博物館にはナチドイツが攻めてきた

第二次大戦（１９４１－１９４５）の資料が保存されている。極寒の地での恐ろしい体験写真が保存されている。こ

れらを見たとき、私もこの当時の日本を思った。 

以前東 Y サンホームに居られた９０歳近くの方の戦争体験のシベリア抑留の話。相通ずるものがあり言葉を

失う。平和を共有出来る今、この時間、この地で本当に有難いことと感謝しまた。S-Petersburg にあるワイ

ズの方々との楽しい心からの交流を体験し無事帰国。 

日を重ねるごとに思い出がましてくる今日この頃です。              伊藤 玲子記 

数々の写真はＨＰ http://itosan.justhpbs.jp/  To visit IBC をご覧ください  （編集子） 

―５― 
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ワイズメンズクラブ国際協会西日本区大会が６月２２(土)～２３日（日）名古屋能楽堂 および名古屋ウェ

スティンホテルで開催されました。 

 

１日目はバナーセレモ二ーで幕を開けました。我が河内ワイズの宮本会長

は舞台上への車椅子登壇を禁じられたため、観客席の間を通ってのバナー

披露となりました。 

 

その後、各主任、部長の活動報告が行われ、アトラクション

として狂言が上演されました。 

狂言の解説を聞いてから「佐渡狐」の鑑賞という流れでし

たので、狂言鑑賞入門としても非常に興味深く、また、     

   （宮本会長・入場）     ６５０年前の芸事が今もって「単純に、面白い」ということ 

に驚きました。 
 （正野部長・登壇）          

その後の懇親会は場所をウェスティンホテルに移して行われました。 

 

二日目は西日本区理事、部長、役員主任交代式がおこなわれ、西日本

区大会は盛会裏に終了いたしました。その後、有志メンバーで大会に協力

いただいた矢場トンで昼食を取り、帰阪いたしました。 

参加した皆様、お疲れ様でした！            畠平 記 

参加者 7名：宮本夫妻、望月夫妻、横田、正野、畠平 
 

能舞台で立ち歩く事を禁止され、公式カメラマンのみ自由に動けますが、

我々の写真撮影は自分の席からしか出来ませんでした。 

制約の多い会場でしたので 思うように写真が撮れませんでした。 

                          望月 記 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・……………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

          第 25 回 阪和部会   （第１報より抜粋） 

―阪和部会・里山に抱かれて― 
「まだまだ東北支援」 

▽と き 2013 年 9 月 14 日（土）午前 11 時半より（受付 11 時より） 
▽ところ 紀泉わいわい村（電話）072-485-0661 
＜アクセス＞・マイカー（阪和道泉南 IC より 10 分） 

（注）26 号は岸和田だんじり祭りのため大渋滞が予想される 
・電車 JR 和泉砂川駅から 

①チャーター・バス（有料、片道￥500）10:50 頃駅前発、要予約（南海ウイングバス南部） 
②タクシー（5 人乗り＠¥500 ほど）タクシーも希望人数が多ければ要予約（泉陽タクシー） 

▽時 間 午前 11 時受付、11 時 30 分開会、午後 3 時 30 分閉会 
▽参加費 ¥4,000 

（1 コイン¥500 は西日本区の東日本大震災支援に捧げられます.東北物産おみやげ付き） 
▽メインテーマ「事業主任・主査と語ろう」分科会形式
 

Ｙサ・ユース事業において献金 100％達成賞、  
ファンド事業において BF100％達成賞 
地域奉仕・環境事業において CS・TOF・FF 献金トリプル達成賞 
を 受賞しました。 
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箕浦史郎 東 YMCA所長 記 

① ２０１３年度、東ＹＭＣＡリーダー会 会長決定！ 

東ＹＭＣＡリーダー会の新会長が選任されました。佐々木 皓平君（キャスリーダー）会長です。現在は、野遊びク

ラブのリーダーとして活動しています。 

また、２名の副会長が選任されました。貴志 康平君（チョコリーダー）、山本 恭平君（ぽんたリーダー）です。３名

とも大阪教育大学３回生です。今年の東ＹＭＣＡをヤングパワーで引っ張っていきます。よろしくおねがいします。 

② 新しいリーダーがＹＭＣＡの門をたたきました！ 

今年度も２名の青年が新しくリーダーとなりＹＭＣＡの仲間になりました。米澤 芳美さん（まるちゃんリーダー）、

三好 蘭さん（ぴょんリーダー）です。それぞれ、野外活動のリーダーとして活動します。温かい声援をお願いしま

す！まだまだリーダー募集中です！お知り合いの方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

 

 

                杉村 徹 連絡主事 記 

 サンホームには 50 名の入居者がお住まいです。要介護度は 5 段階（１→５へと介護が必要となる）で平均

3.8 程度となっています。最高齢は 101 歳！100 歳前後の方がたくさんおられます。 

 先日、梅雨の晴れ間をぬって、４階入居者の方々と６階テラスでお茶を楽しみました。４階では「小さな楽し

みをたくさん作ろう！」を合言葉に、「らんらんプログラム」と銘打って催しを開催しています。小さな楽しみ

を見つけられる場、スタッフや利用者、ご家族とのつながりを作る場として、工夫しながらこれからも続けて

まいります 

     
 
 
20１３～20１４ 谷本久美子メネット事業主任方針 （抜粋） 

1.事業主題  メネットパワーを結集し、感動を分かちあいましょう！ 

2.事業方針 メンと共にクラブ内外の活動に積極的に参加し、メネットの輪を広げ、楽しく奉仕活動をしましょう。 

3.事業計画 

1） 国内プロジェクト 

   「エイブル・アート」、「ボーダレス・アート」と呼ばれる、障がいのある方が描いた個性あふれる 

   アート作品（絵画）に触れ、作者とご家族、関係者のお話を聞く催しを各部で開催し、障がいの 

   ある方々の創造性や可能性についての理解を深める。 

2） 国際プロジェクト 

 HIV-AIDS 啓発センター（インド・２０１２年からの 2 年間継続事業）患者の子供たちの教育、医療ケアとサポート 

3） 西日本区大会でのメネットアワー開催                    
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日本区通年強調目標 PR 
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。           加藤 信宏 広報事業主任 

 

 西日本区強調月間  Kick-off  EMC-C  
 

MC の C は Conservation。クラブの健全な運営をチェックして、メンバーの満足度を高め、入会者の目線で 

魅力のあるクラブをめざしましょう。                  為国 光俊 EMC 事業主任 

 

会員数は７月時のもので、出席率は６月の会員数に基づきます 

会員数（連絡主事を含む） １５名 ゲスト・ヴィジター出席数 ６名 にこにこ献金 

広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ６名 ６月分  23,835 円 

特別メネット １名 例会出席者総数 ２９名 今期累計 223,438 円 

６月例会出席者数（会員） １５名 役員会出席者数 １１名  

メイクアップ 名 ６月会員延べ出席者数 ４０名  

６月の出席率 83.3％   

HAPPY BIRTH DAY 
初田真佐子 １９ＸＸ年 ７月１２日生 

新本 力子 １９ＸＸ年 ７月２１日生 

杉村 由香 １９ＸＸ年 ７月２３日生 

横田 憲子 １９ＸＸ年 ７月２７日生 

WEDDING ANNIVERSARY 
今月は該当者は ありません。 

77 月月－－88 月月のの予予定定  

77 月月  
４日(金) ブリテン印刷・発送 

6 日～7 日 西日本区 第１回役員会 
１8 日（木）第１例会 サンホーム６階 
２5 日（木）役員会 

 
88 月月  

1 日(金) ブリテン印刷・発送 

2 日～5 日 

第２３回 アジア大会  マニラ 

10 日（土）４クラブ合同交流会 河内クラブ例会 

         上本町 百楽 

22 日（木）役員会 サンホーム６階 

第３９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:畠平 剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長中野涌子 直前会長:宮本桂子 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/ 

Wind From Kawachi ２年前の予告通り私はここへ帰って来た。河内から吹く風がワイズの

今を変える力となると信じているから この欄も再開する。 今期の畠平会長の発するメッセージは藤田

スケール 5 クラスの猛烈な旋風に発達する可能性があると思う。それに比べれば ここから吹く風はそ

よ風くらいにしか感じられないかもしれないが 色々あってそれも良い？ よく言われるように一羽の

蝶のはばたきが 嵐を呼ぶかもしれないのだ。筆者は 3～4 年前に比べるとかなり熱も冷め、それでいて

小難しい、小言幸兵衛のような 我ながら 嫌な奴になっていると自覚するが、会長の熱い思いに触発さ

れ、もう一度 ワイズに向き合って見ようと決意した。時には 煽り、時には水をかけ会長のナビが出来

ればと思う。 

ここで編集方針について 述べておく。編集の全ての責は 編集長にあり、その立場は偏ることなく中

立でありたい。ここから発する 意見も 見解も ワイズとしての良心に立ち、 異論があればその見解

を記事として掲載する事も 吝かではない。むしろ建設的な議論が紙面で交わされるとすれば これほど

頼もしい事は無い。それが 河内からの風となって 部や区を巻き込むような旋風になることを夢見る。

 

かくすれば かくなるものと 知りながら 已むにやまれぬ大和魂 ってところか・・・ 

                                     編集子 田中 


