
巻頭言　　「あしあと」   箕浦史郎 
富士山の麓にある日本ＹＭＣＡ同盟東山荘の一室でこの原稿を書
いています。 私は今、11月末までの日本ＹＭＣＡ同盟ステップⅡ
研修（７５日間）を１４人の仲間と一緒に受講し、日々学びの時
をもっています。 
毎朝富士山が見える礼拝堂で礼拝の時を持ち、一日が始まります。
１４名の研修生が順番に証の時間を持っています。 

先日、キリスト教理解の講義の中で、「隣人愛」について学ぶ機会がありました。その中で自分
の歩みとキリスト教について話す機会をいただきました。 
自分のこれまでの歩みを考えると、常に隣に誰かに支えられて
いたことを感じました。その多くはＹＭＣＡの中で感じたもの
でした。戦争や貧困、災害、政治の問題、地域の課題など様々
なニュースや情報に何ができるのかを考える日々です。 
ご存知の方がたくさんいらっしゃると思いますが、今回の研修
の資料として配布された「あしあと」という詩です。改めて自
分のあり方を感じています。 
また「何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にも
そのようにしなさい。」と聖書は言われています。神様に愛さ
れていることを感じ、そのような歩みを、多くの人に支えられ
てきた一人として、ＹＭＣＡ運動を通じて、みなさんとともに
一つ一つ進めればと思います。 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２０１５年１０月報　　  　　Vol. 4８０　　　１０月１日発行 
　　　　　　　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 

クラブ主題　　「義務感と奉仕の心を持って」　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　憲子　会長 
阪和部主題　　「共に歩もう。前へ！！」Let’s go together.Go Go!!        　　　　  林　祐幸　部長 
西日本区主題　「あなたならできる！きっとできる」～生きる　しなやかに　さわやかにー      　 遠藤　道寛　理事 
アジア地域主題　“Through Love,Serve”　愛をもって奉仕をしよう　　　　　　　　                Edward K.W Ong　地域会長 
 スローガン　　  “Count Your Blessing”　恵みを数えよう 
国　際　主　題　“Mission with Faith”　信念のあるミッション　　　                            Sichuan Boonmapajorn　国際会長 
スローガン       “Let it Begin with Me”まず自分から始めよう 

【今月の聖句】　ヨハネによる福音書15章13節　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない」ー10月11日はYMCA創立者
ジョージ・ウイリアムズの誕生日で世界のYMCA記念日。イギリス南西部の農村出身の青年が、

隣人愛に燃えてYMCAを立ち上げた意気に心を向けましょう。ー 



９月例会報告　　報告：中野義彦 
サンホーム　６階 
２０１５年９月１７日（木）18：30～20：3０ 
出席者（敬称略・順不動） 
メン＆メネット 
丸尾欽造・初子　佐古至弘・利子 大谷美佐子　新
本英二・力子　大藪暢子　岩坂正雄　田中惟介　
畠平剛志　初田真佐子　宮本桂子　中野義彦・涌
子　伊藤圭介・玲子　杉村徹　望月強・治子　横
田憲子　藤井敬子　 
ゲスト＆ビジター 
ゲスト新竜馬、秋月舞 
なかのしまクラブ　今井利子 
大阪サウスクラブ　寺岡博也 
サンホーム　下村崇史 
以上25名 

芸術の秋を迎えた過ごしやすい今日、9月17日、
定時に新本兄の司会によって、横田会長の点鐘に
より開会され中野メネットによる聖句朗読、ゲス
ト＆ビジターが司会者より、なかのしまクラブ今
井利子姉、クラリネット奏者　新竜馬、ピアノ奏者　
秋月舞が紹介され、司会者によって食前感謝の祈
りにより“キッチンおりた”の弁当を頂き、いつもと

異なったテーブル配置により、
数名の輪が出来、一層、緊密に
各テーブルにおいて和やかに、
又 
演奏を聴くにおいても曲につい
ての感想等、直ぐに反応が話合
われたのではと思われます。 
クラリネット奏者の新竜馬氏は、
紹介者の横田会長の子息の後輩であり、又私の明
星時代の音楽部の後輩であり、親密感を持ちつつ、
我々の時代に比べて、技術力の高さがうかがわれ
る内容でであり、ある種の緊張感を持って拝聴し
た。次いで東北復興支援の為にミニオークション
を進行役として、私中野が行い、短時間であった
が、ある程度の成果を得ることが出来たのでは思
います。 
来月東北復興支援のためのオークションを行うと
いうことで、大いなる結果が出ることを期待し願っ
ております。 
ＹＭＣＡリーダー、スタッフより来るチャリチーラ
ンへのクラブからの支援に感謝し、当日の健闘を
約し、お礼を述べられ、定時に閉会をすることが
出来た。 

にこにこ　　　テープ起こし　杉村徹 
☆田中さん　長い間休んでいたら、名前が中野さ
んになっていた（笑）。 
家内の誕生日のお祝いありがとうございます。私
事ですが、7月末に某医院で検査したら、ＰＳＡ値
が飛んでいると言われ、生まれて初めて入院しまし
た。眠っている間に済んだけどリビドーが無くな
るよと言われて一番ショックでした。ＭＲＩ検査
は、私は幸い寝ていたがいたくなかったけど半月
後に結果が分かりました。とりあえずは心配ない
と言われた（拍手）。一応ご報告申し上げる。 
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☆丸尾さん　初めまして、丸尾と申し上げます
（笑）。今日は無理強いしてチャリティランチケッ
トを買っていただいて、必ず当てたいと思います。
ちょうど半分はけました。ありがとうございます。
☆佐古さん　先月の例会もちょうど家内がショー
トステイを使っていました。今日も参加できた。
来月はちょうど例会の時にペースメーカの手術かも
しれない。来月は家内は10日から半月くらいサン
ホームにお世話になります。 
 ☆佐古さん（メネット）　今日はありがとうござ
いました。頑張って元気になって、この人も一生
懸命励んでいますからよろしくお願いします（拍
手）。  
☆下村スタッフ　チャリティーランや車椅子登山
でもお世話になり、ありがとうございます。 
☆寺岡さん　この前阪和部会で横田会長から、次
の例会は演奏会と聞いて、「すぐに行かせてもら
います」と言って、今日、やってきました。南Ｙ
ＭＣＡでライブラリーコンサートをしています。コ
ンサートだけで1000円。今日は1000円で食事付
（笑）。ありがとうございます。来年の新年合同
例会、ぜひお願いします。 
☆今井さん　本当に、珍しく、先々月は台風で、
先月はアジア大会の帰りに転倒して骨折して入院。
2カ月空いたら、遠のいてさみしかった。またよろ
しくお願いします。 
☆伊藤メネット　今日は、お若い方に生でこんな
近くで音楽を聞かせていただいて嬉しいです。すご
く長い息で驚きました。アンコールの曲でなんの
ことかなと思って聞いていました（笑）。ありが
とうございました。 
 ☆中野さん　今日はありがとうございます。先ほ
ど言いましたことで、私のコメントは控えさせて
いただきます。（笑） 
☆岩坂さん　さすが四回生の腕前。私の息子が明
星の出身で、シャ乱Ｑ畠山も明星。そして私の友 

人が明星の理事。今日は堪能しました。ありがと
う。  
☆伊藤さん　上手いこと言わないかんな、と思っ
たけど、もう歳のせいであきません（笑）。前に
あのピアノ弾いたけど私が弾いたらあんな音はでな
い。そらそうやよ、プロとの違いやからしょうが
ない（笑）尊敬の念を抱いています。 
 ☆畠平さん　本日、どこまで楽器が小さくなるの
かなと思いました。見ても楽しかった。ありがと
うございました。 

☆秋月舞さん（演奏者）　
今日は演奏を聴いてくだ
さってありがとうござい
ました。このような場で
演奏は初めてだった。和
やかでよかった。また機会があれば、ぜひ演奏さ
せてください。 
☆新竜馬さん（演奏者）　今日は演奏を聴いてい
ただいてありがとうございました。まさかあんな
に汗をかくとは思わなかった。みなさんの楽しい
空間で演奏させていただいて幸せでした。 
☆宮本さん　今日は、この机配置でとても嬉し
い。車椅子が動きやすい。ストレスがたまって、心
臓が。狭心症かなと。落ち着きました。しかしダイ
エットを言い渡されました。こんなすてきな音楽
で癒されました。 
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アンコール曲ではクラリ
ネットが「物理的に」小
さくなっていく！ 



☆横田さん　会長職しんどいなと思って、今日は
緊張して、準急に乗ってしまって戻ってきました。
おいしいものを食べていることが幸せなんだと思
いました。 
☆望月さん　芳澤さんをご存知ですか？（笑）
Lineをしていました。孫と。そしたら芳澤さんが
入ってきた。今、芳澤さんとLineをしていた。帰っ
ておいでやと。ＥＭＣ担当ですから、たとえ一人
でも増やそうと思っています。 
☆藤井さん　生演奏が聞けてうれしいです。行事ご
とはないんですが、8月は大阪フィルの演奏会に行
くと夫婦で決めているんです。今日の演奏はしびれ
ました。 
 ☆　大谷さんお久しぶりです。みなさんの明るい
笑顔を見せていただいて、気持ちがすっとしまし
た。ありがとうございました。 

2015－2016年度　第４回役員会報告　 
　　　　　　　　　　　報告：書記・丸尾欽造 
日時：　2015年9月24日(木)19：00～20：50 
場所：　大阪東ＹＭＣＡサンホーム交流センター 
出席者：会長・横田憲子、副会長・宮本桂子、書
記・丸尾欽造、会計・望月 強、直前会長・畠平剛
志、連絡主事・杉村 徹、交流・岩坂正雄、ＥＭ
Ｃ・田中惟介、以上８名 
《審議・協議事項》 
１．１０月例会プログラム 
・Ａ班担当（岩坂正雄、望月　強、藤井敬子、田
中惟介）　 
・「ファンドの月」を前提に、オークション実施
と「40周年記念式典」全体確認 
・司会/望月　強、聖句朗読/初田真佐子、食前感
謝/岩坂正雄、食事担当/望月　強、例会報告/岩坂
正雄、オークション/田中惟介、藤井敬子、ニコニ
コドライバー/初田真佐子　   
２．１１月ブリテン編集 

・巻頭言/宮本桂子・ＹＭＣＡニュース/宮本修司・
サンホームニュース/杉村 徹、役員会報告/丸尾欽
造、例会報告/岩坂正雄、・ニコニコテープ起こし/
当日要請・原稿締切日　１０月２３日 
３．大阪ＹＭＣＡチャリティーランへの協力 
　　　　　　　　　　　　　　　担当：丸尾欽造 
・東ＹＭＣＡ関係全体の参加者数は現時点で４３
名を確認（ワイズ関係８名） 
・エントリー費についてはリレー（順位制）、グ
ループランに限定して予算内でチーム数分を支援 
する。 
・受託抽選券の販売数は、２１セット(６３枚)。 
残った分は返却する。 
・昼食の準備として、おにぎり１００個（望
月）、お茶５０本（丸尾）を調達する。 
・参加者：横田憲子、望月　強、田中惟介、新本
英二、新本力子、藤井敬子、丸尾欽造、芝野脩 
(丸尾ファミリー) 以上８名　 
４.  クラブ設立４０周年記念祝会準備進捗状況 
　　　　　　　　　　　　実行委員長：畠平剛志 
・10月1日、14：00～15：30の予定で実行委員
会を開く。 
・10月15日（木・例会日）17：00よりスライド
の試写を実施する。また準備、役割など、諸確 
認は10月15日に最終確認するものとする。・登録
締切日の10月15日　に、登録者数を報告する。 
・祝会をサポート下さる方々への謝意は、クラブ 
内規に基くものとする。 
・現時点でＩＢＣからのご出席に関する確答を得
ていない。諸事情を考慮し対応する。 
５．国際・交流主任よりのＩＢＣ・ＤＢＣアンケ
ートに関して　　　　　　　委員長・岩坂正雄 
・アンケートに対する項目の内、ＤＢＣについて
は、クラブとしての方針、希望等を記入し、事業
主任に送付した。（別紙） 
・今後の区事業主任との窓口として、交流委員長
に加え、横田会長、丸尾書記を併記している。ク
ラブ内でのコンセンサスを深めてゆきたい。 
６．11月例会の準備について 
・担当は、B班（佐古、畠平、丸尾、宮本） 
・40周年祝会の評価会を視野に準備する。　　　
７．「台風18号常総市水害被害 復興支援募金」の
お願い」　　　　　　　　　　　会長：横田憲子 
・日本ＹＭＣＡ同盟からのアピールに対し協議、支
援する方向で準備する。 
《報告・連絡事項》 
１．サンホーム大掃除 
・9月27日10時～13時 
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・参加予定者　初田真佐子、中野涌子、丸尾欽
造、望月　強、藤井敬子、横田憲子 
・掃除機のある方はご持参大歓迎とのこと。 
・6階（例会場他）を担当。 
２．ジャガイモ販売状況 
・10月24日到着予定　 
・現時点での予約済み数　約200ケース。 
３．2016年西日本区大会「会場係」の役割 
・現時点で、まだ個別の会議は開かれていない。 
４．阪和部「ＥＭＣシンポジューム」 
・11月21日　（土）13：15より大阪南ＹＭＣＡ
にて 
５．奈良ＹＭＣＡチャリテーラン 
・10月18日（日）　平城京跡にて 
６．阪和部新年合同例会 
・2016年1月9日（土 ）たかつガーデン　以上 

★YMCAニュース（ウエルネス）宮本修司 
秋分の日、お彼岸と季節の変わり目を迎え、過ご
しやすい気候となりましたが、皆様お変わりござ
いませんか。東ＹＭＣＡのスタッフ、リーダーも何
とかこの夏を乗り切り、元気に活動しております。 
２０１５年度の夏のプログラムも無事に終了でき
ましたこと、ご報告させていただきます。昨年は
台風の影響で阿南キャンプが延期、中止という事
態に追い込まれましたが、今年はイレギュラーも
なく、全ての阿南キャンプが行われました。また
夏休み最後のデイキャンプも４日間無事に行われ、
２５人の子どもたちが自然の中で学びを持てまし
た。東ＹＭＣＡ単独のキャンプはこのデイキャンプ
だけですが、来年度は東ＹＭＣＡ単独のキャンプ
の実現に向け、定例野外クラスの拡大に努める所
存です。 
９月に入り、大雨の影響で北関東地方が被災しま
した。日本ＹＭＣＡ同盟から被災地支援の募金協
力の要請が来ております。是非ご理解いただき協
力いただければ幸いです。よろしくお願いいたしま
す。 

 ★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
サンホームでは高齢者に対する介護支援だけで
なく、地域の多世代の方々との関わり・繋がり
を深めたいと願っています。9月から12月にか
けて、地域へ向けた新しい取り組みが目白押し
です。今年度から地域のお祭り「五百石まつ
り」に参加させていただけることになりまし
た。10月17日に開催予定です。子どもたちへの
ゲームや軽食販売、介護予防プログラムなどを

行います。同日には「ラン伴（認知症サポート
駅伝）http://runtomo.jimdo.com/」にも職員
が3名参加します。その他にも10月12日の「チ
ャリティーラン」や12月のクリスマス会などが
予定されています。ぜひ、皆様のご支援ご協力
をお願いいたします。 

★西日本区強調月間　BF　EF★ 
国際的組織であるワイズを再認識し、世界の動き
に即した活動をしましょう。 
中井信一国際・交流事業主任（奈良クラブ） 

★編集後記　　　畠平剛志 
いよいよ１１月８日の大阪河内ワイズ４０周年記
念祝会が近づいてまいりました。 
河内ワイズの栄光の過去を振り返り、そして一致
団結して祝会を成功させ現在の河内ワイズの結束
を示し、明るい未来が見えるような祝会にいたし
ましょう！ 
ときに先日ある人に「過去と現在と未来、どれが
大切だと思いますか？」と問いかけられました。
私の考えでは「現在＞過去＞未来」の順番です。一
番大切なのは現在で、自分が判断し行動できるの
は現在しかありません。その次はその判断と行動
の結果であり現在の行動基準になる過去、最後の
未来は言うまでもなく不定なもので、なるように
しかならん、現在の時間流が流れた先に過ぎない
と思うからです。皆様はどうお考えでしょうか？ 
さて、スペースが若干ありますのでシルバーウイー
クに行きました「しまなみ海道原付ツーリング」
での写真を掲載させていただきます。しまなみ海
道は本四橋の中で唯一、原付道、自転車道が完備
されており、自転車や原付で渡ることが出来ます。
お天気に恵まれ、時に立ち止まりながらじっくり
と瀬戸内の風景を楽しみました。「旅とは移動を
楽しむことである」が持論の私には、とても楽し
いひとときでした。
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 5名 にこにこ献金

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 29,000円

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 2名 今期累計 44,300円

９月例会出席者数（会員） 1３名 8月例会出席者総数 15名

メイクアップ 0名 8月役員会出席者数 10名

8月の出席率  81.3％ 8月会員延べ出席者数 25名

１０月～１１月の予定 
10月1日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1300～ 
10月1日（木）　第8回40周年記年会実行委員会(予定)1400～1530 
10月15日（木）　例会 18:30~20:30 
10月22日（木）　役員会（予定） 1900~ 
11月5日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～(予定) 
11月8日（日）　大阪河内クラブ４０周年記念祝会1330~1630 
11月19日（木）　例会 18:30~20:30（詳細未定次号掲載予定） 
11月26日（木）　役員会（予定） 1900~ 

１０月例会★BF　EF★ 
１０月１５日(木)18：30～20：30　 
・例会担当Ａ班（岩坂正雄、望月　強、藤井敬子、
田中惟介）　　  　 
・　司会者　　　　　　　　望月　強　　 
・　開会点鐘　　　　　　　横田会長　 
・　ワイズソング　　　　　一同　　 
・　聖句朗読　　　　　　　初田真佐子　 
・　会長の時間　　　　　　会長　 
・　ゲスト、ビジター紹介　司会者　　　 
・　食前感謝　　　　　　　岩坂正雄　　 
・　食事・インフォメーション 
　（４０周年祝会インフォメーション　畠平剛志）　　　　　　　　　　　 
・　オークション　　　　　田中惟介　藤井敬子　 
・　誕生結婚記念　　 
・　ニコニコ　　　　　　　初田真佐子　　　 
・ＹＭＣＡの歌　　　一同　　　 
・閉会点鐘　　　宮本副会長　　

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 
１５日 青野剛暁・亜希子 夫妻 
２７日 横田憲子・充宏 夫妻 

第４１期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:横田憲子　副会長:宮本桂子　書 記:丸尾欽造・宮本桂子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：新本力子　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/

例会日予定 
16:00～メネット会 
17:00～４０周年記念祝会スライドショー試写

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

