
巻頭言「新しいぶどう酒は新しい皮袋に」　　　　杉村徹 
今、全国のＹＭＣＡでブランディング構築へ
向けた取り組みが行われています。大阪ＹＭ
ＣＡは、誕生して１３０年以上の歴史の中で、
夜学校や予備校、体育教室や野外活動、幼稚
園、高齢介護などの事業を通して社会課題に
向き合ってきました。ブランディングとは結
局のところ、ＹＭＣＡが変化する社会に対し
て、その時々に応じて「何ができて、どんな
意味（価値）があるのか」を社会に発信する
ことと言えると思います。 
東ＹＭＣＡとＹＭＣＡサンホームも、その歴
史の中で、社会の変化に合わせてＹＭＣＡが
社会課題に向き合う歩みを進めてきました。
聖書には「新しいぶどう酒は新しい皮袋に」
と書かれています。固くなった古い皮袋に新
しいぶどう酒を入れれば、発酵するぶどう酒に対応できずに破れてしまうでしょ
う。 
ウエルネス事業から出発した東ＹＭＣＡは、社会課題の変化と時代の流れの中
で柔軟に対応しながら、人と人のつながりを大切にした取り組みを行っていま
す。そして、高齢者支援施設として歩みを始めたＹＭＣＡサンホームも、高齢
者だけにとどまらず、子どもたちを取り巻く社会環境の変化と課題に対応する
ための取り組みを始めました。 
「東」ＹＭＣＡとＹＭＣＡ「サンホーム」。これからも
ＹＭＣＡとして、大阪河内ワイズメンズクラブの皆様の
ご支援をいただきながら、歩んでまいりたいと願ってい
ます。　　　 

　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 
クラブ主題　　「継承と改革」Inheritance and Innovation　   宮本桂子　会長 
阪和部主題　　「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」 
　　　　　　　　Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest! 
　　　　　　　　副題「活力ある阪和部に躍進しよう」生駒義範　部長 
西日本区主題　「ワイズ魂で　更なるワイズの活性化を！」 
         　　　　Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit!  
              副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」  岩本　悟　理事 
          Doubling membership through having substantial and active service! 
アジア地域主題　 “Respect Y ’s Movement”　 ワイズ運動を尊重しよう　　　　　　
　　                                             Tung Ming Hsiao 地域会長 
 スローガン　　  “Solidify the Y’s Men Family for Better World”　 
                　　　よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう 
国際会長主題　 “Our Future Begins Today”　 私たちの未来は、今日から始まる　　
　                            　　　　JOAN WILSON　国際会長 
スローガン    “Together We Can Do So Much More” 
　　　　　　手を取り合えば、もっと多くのことができる 
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【今月の聖句】コリントの信徒への手紙（一）13章13節  
「信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中
で最も大いなるものは、愛である」ーこれは、わたしたちワイ
ズダムの根本理念です。ー （選・解説　岩坂正雄） 

会員数（連絡主事を含む） １6名 ゲスト・ヴィジター出席数 10名 にこにこ

内　広義会員・功労会員数 1名 メネット・コメット出席数 9名 今月献金

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 1名 21,200

8月例会出席者数（会員） 10名 7月例会出席者総数 39 今期累計

メイクアップ 1名 7月役員会出席者数 7 53,500

8月の出席率 73％ 7月会員延べ出席者数 20 （円）

９月例会プログラム 
受付・会計：藤井敬子・望月強 
司会：中野義彦 
　 
開会点鐘：宮本会長 
ワイズソング：一同 
ゲスト・ビジター紹介：司会 
会長の時間 
聖句朗読：新本英二　 
食前感謝：新本英二　 
（食事手配：望月強） 
食事・歓談 
インフォメーション 
「熊本震災支援活動報告」箕浦史郎メン 
結婚、誕生祝い 
ニコニコ：メネットさん　 
YMCAの歌：一同 
閉会点鐘：畠平副会長 

HAPPY　BIRTH　DAY　9月 
１日 畠平 明子さん 
３日 杉村 徹君 
１３日 岩坂 千種さん 
２０日 田中加代子さん 
３０日 新本 英二君 
WEDDING　ANNIVERSARY 
なし

★西日本区強調月間　Menettes★ 
各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理
解を深めてください。ワイズは、家族で参加できるボランテ
ィア団体です。ファミリーでの活動を呼びかけ広めましょう！ 
亀浦尚子メネット事業主任（熊本にし）



★8月例会報告★　報告：宮本桂子 
納涼例会 
出席者　　メン：岩坂・佐古・杉本・田中・中西・中野・畠平・
藤井・望月・横田・宮本（１１名） 
メネット：田中・中野・宮本・望月・初田・大藪・中西（７
名）　　コメット・マゴメット：仲川享子・仲川陽莉 
ヴィジター：大東義史・大岩順子・吉田全孝・吉田芳子・恵美
奈博光（以上　 サウス）遠藤通寛・遠藤典子・平金紫苑（以上　
泉北）今井利子（なかのしま）小川和恵（宮本ヘルパー） 
合計出席者３０名（敬称略） 
田中メンの司会で、定刻に８月納涼例会が開会された。今年度
の納涼例会は会場を東大阪石切温泉　ホテルセイリュウ　最上
階スカイルームに移して開催された。 
六甲山に沈む夕陽を眺めながら歌うワイズソングは実に幻想的
であった。 
食前感謝の後、遠藤西日本区直前理事から乾杯のご発声を頂き、
賑やかな食事会が始まった。 

-インフォメーション- 
・サウスクラブより９月６日開催の公開例会『「THE世界遺産」
「情熱大陸」の映像カメラマンが伝える「自分を感動させない
と人の心は動かない」』の案内。 
・恵美奈メンより「恵美奈博光と行くミャンマーの旅」の案
内。・泉北クラブより「東山荘100周年募金」と「２月に東西
ワイズメンの交流会を開く」案内。猪瀬メンが大船渡の野球少
年と甲子園で再会したニュースが新聞に掲載された事の報告。 
・杉村連絡主事よりチャリティーランの協力依頼と子供達への
ボランティアを開始する報告。 
望月メンがＥＭＣパートナー賞を受賞され、遠藤西日本区直前
理事より表彰状が手渡された。 
アカペラで歌唱大会が開かれ、童謡から、演歌、キャンプソン

グ、河内音頭と色々な
ジャンルの歌が披露
され、ゴジラの形態
模写まで飛び出して、
会場は大いに盛り上
がった。 
田中納涼例会委員長

により部屋の電灯が消され
ると、出席者はしばし夜景
を楽しんだ。ホテルセイリュ
ウは生駒山の中腹に位置し、
高台から望む大阪平野の夜
景は最高の演出であった。 
誕生祝いでは、サウスクラ
ブからもプレゼントが用意
され、８月生まれの出席者
はプレゼントが２つももらえ
るというラッキーな場面も
あった。 

★にこにこ語録★　　
テープ起稿 杉村徹 
▷藤井さん：娘と孫が初めて
参加させていただきました。Ｙ
ＭＣＡ、特に箕浦さんにはとってもお世話になりました。 
▷中野さん：誕生日を過ぎると後期高齢者です。もう10何年か
寿命があるのかと思い、精進していきたいと思います。 
▷中野メネットさん：今日は楽しかったです。 
▷初田さん：ちょっとビールを飲みました。自転車押して帰り
ます（笑） 
▷畠平さん：東京に行きました。ゴジラを見て聖地巡礼をして
楽しかったです。 
▷大藪さん：きれいな景色をみてお食事いっぱいいただきまし
た。 
▷中西メネットさん：きれいな景色と楽しい会、ありがとうご
ざいます。お誕生日プレゼントもありがとうございます。 
▷佐古さん：盆に同窓会に行きました。少しずつ減ってきまし
た。命ある限りワイズ活動を頑張ります。 
▷岩坂さん：古来、大阪平野は海だった。神武天皇が摂津の海
を渡り大和に入ろうとしたが入れず、熊野から上陸した。そん
な場所での例会、ありがとうございました。 
▷宮本さん：旦那というか…、ただ単に付き添い。ガイドヘル
パーの資格を持っていて車椅子は押せる。それ以外は役に立た
ない（笑）。60歳になりまして、ようやく家内と同じ年になり
ました（笑）。来年7月の
定年退職まで頑張りたい。 
▷横田さん：ゲストの方を
酷に使う河内クラブです
（笑）。 
▷大岩さん：ゆっくり温泉
に浸かり、歌まで歌わせて
いただきありがとうござい



ます。9月6日にまたお
会いしましょう。 
▷吉田さん：先月田中
さんからこんなチラシ
いただきました。本当
に素晴らしい夜景です。

▷吉田メネットさん：
お誕生日のお祝いあり
がとうございます。奈
良、河内、泉北と訪問
する予定です。ありが
とうございます。 
▷平金さん：ずっと来
させていただくつもり
だった。素晴らしい景
色とおいしいお食事と、
こんなに楽しい演芸場
があるとは驚きました
（笑）。 
▷望月さん：国際大会
に遠藤さんのかばん持
ちで行きました。しっ
かりワイズの勉強をし
ようと思ったが、誘惑
があってホームステイ
の受け入れをしてくだ
さっている台湾の方が
お茶良い所があると連
れて行ってくださって、
お茶の勉強はできまし
た。 
▷田中さん：何も企画
していなかったけれど、
ライトを落とすことを
だけを考えていました
（笑）大助花子がこの

夜景を見て頑張ろうと思ったそうです。是非見てください。 
▷恵美奈さん：河内企画の納涼例会、本当にありがとうござい
ました！ 
▷遠藤メネットさん：何年か前に主人に生駒山上に連れてきて
もらいました。冬ソナの曲と夜景忘れられず。またこのように
見れるなんて、今、何にもお役も無く見させていただける最高
の状態で（笑）、本当にありがとうございました。 
▷遠藤さん：家内が暑いし石切から歩くのは遠いから、あんた
車で行きと言われて、「お酒出ると思うで」と言ったら「あん
たいつも飲んでるからいらんやろ」と言われて（笑）、夜景を
見て自棄を起こさずに帰れそうです（笑） 

▷今井さん：久しぶりに夜景を見せていただきました。今日は
本当に思い出にのこる会でした。中西部か阪和部かよく分から
ないと先月言ったようですが、私は日本区の今井と思っていま
す（拍手）。日本区の女性メンバー第一号だったんです。他ク
ラブ訪問が楽しくて。 
▷宮本さん：本日は生駒山の中腹まで来ていただきありがとう
ございました。 
▷大東さん：20年ぶりかと思うんです。こんなに高くなかった
と思うんですけど、私は南の夜景は見慣れているんですが、こ
んなにきれいな夜景は見たことない。こんなにきれいかなとびっ
くりしている。おかげで、私50ほど若返りました（笑）あれ？
おかしいか？これから頑張って50年、生きていきます（笑）。 
▷田中メネットさん：すぐ下に住んでいますが、本当にきれい
な夜景です。良いところだなと気付きました。ありがとうござ
いました。 
▷望月メネットさん：今日は、本当にきれいな景色を見せてい
ただいて、心洗われました。なんかいいことがありそうです。 

★４２期　第3回役員会報告★　　　　記：横田憲子 
日時：２０１６年８月２５日（木） 
場所：東ＹＭＣＡ　６階　１９：００～２０：３０ 
出席者：宮本桂子・田中惟介・望月強・畠平剛志・丸尾欽造・
中野義彦・杉村徹・横田 
《審議事項》1.９月例会役割　1p参照、ブリテン巻頭言・例会
報告：丸尾欽造、ニコニコテープ起こし・サンホームニュース：
杉村、YMCAニュース：切通＊締切９月３０日厳守 
2.１０月例会はＡ班担当で、ゲストを皆で検討することにな
る。 
3.ジャガイモ・に関して１０月１５日（土）入荷　１６００円
４００ケースを確認し、チラシを早急に作成することにする。 
4.チャリティーランの例年支援は９万円を３チームのランサ
ポートに、１万円を東Ｙ参加者への飲み物支援とすることに承
認される。早急にクラブからの参加者を会長が確認することに
なる。 
5.９月役員会は祝日のため第４週木曜日の９月２９日とする変
更を承認される。 
6.部会（９月４日）での新年合同例会アピールのチラシを田中
委員長の作成チラシを承認する。新年合同委員会組識として田
中惟介・望月強・宮本桂子・横田憲子から手が挙がり承認され
る。 
7.第４１期決算報告の説明を望月会計よりなされ点検・確認が
求められた。異議が無く新本英二メンの監査を受ける。 
ワイズ郵貯銀行の代表者名を伊藤圭介さんより横田憲子にする
ことの確認を得る。 
8.東ＹＭＣＡの地域活動として子育て支援（現在リーダーがネー
ミングの検討中）を毎週水曜日「宿題支援」「レクレーション」
「夕食の提供」を目的とする取り組みを杉村連絡主事より説明
があり、クラブとして参加しながらこの取り組みに協力するた



めの人的・金銭的支援を地域奉仕事業の枠内で考えることの確
認をする。９月１４日（水）16時より20時に第１回支援が行
われる。 
《報告事項》 
１、新年合同例会進行状況は２０１７年１月７日（土）１２時
３０分開会１４時３０分閉会で食事は検討中。これから各クラ
ブ訪問の検討も確認する。 
２、納涼例会収支報告はわずかの黒字で３０名の例会を終えた
ことの報告があった。 
３、ブリテン印刷・発送は　９月８日・１０月１３日・１１月
１０日に行う。　　 
《連絡事項》 
１，阪和部会・・・９月４日（日）和歌山ＹＭＣA10時３０分 
２、サンホーム大掃除・・・９月２５日（日）１０時～１３時 
３、大阪ＹＭＣＡチャリティーラン・・９月２２日（木・祝） 
４、阪和部評議会・・・１０月１５日（土） 
５、奈良ＹＭＣＡチャリティーラン・・・１０月１６日（日） 

★サンホームニュース★　　杉村徹 
８月２２日から２４日の３日間、「夏のボランティア体験！」
を実施しました。小学３年から６年の６名の子どもたちが来て
くれました。もちろん、ＹＭＣＡが行うボランティア体験が、
単なる介護ボランティア体験で終わるはずがなく…。名札作り
や白玉団子作り、デイサービスでのカードゲームの発表会など
盛りだくさん。子どもたちから「ハンドベルを練習してデイサ
ービスで発表したい！」という声が飛び出し、急遽、「きらき
ら星」の演奏会も行われました。子どもたちにとっても、利用
者にとっても、スタッフにとっても新しい発見がありました。 

★YMCAニュース★　　　　　　切通菜摘 
いつもお支えありがとうご
ざいます。 
8月はサッカーキャンプ、野
外活動のキャンプ、夏の集
中水泳、体育等で多くのお
友だちが集まり活動を行い
ました。 
それぞれの活動を通じての
お友だちやリーダーとの関

わりの中には、意見を交わしあい、共感したり、ときにぶつ
かり合ったりすることもありますが「みんなが楽しい活動す
るには」ということを常に子どもたちやリーダーと一緒に考
えながら活動を行いました。「自分も楽しい、周りのみんな
も楽しい」そういった空間をキャンプに参加するみんなで作
る体験は、YMCAが目指す「みんなが一つになること」平和
な世界への第一歩になると信じています。 
東大阪地域のリーダーも多くのキャンプやプログラムに参加
し、各活動で活躍しました。 
9月にはチャリティーラ
ンもあります。今年
も、サンホーム、河内
ワイズの皆様、東大阪
地域リーダー会、東
YMCAに関わる皆様で
ともにチャリティーラ
ンを盛り上げることが
できることを楽しみに
しています。どうぞよ
ろしくお願い致しま
す。 

★編集後記★　　　　　　畠平剛志 
今号は写真を多く掲載することが出来、カラーにした甲斐が
あったなぁと思っておりますが、いかがでしょうか。さて、
そのカラー印刷に1週間かかるという事情もあり、ブリテン
折り込み発送日に変更が多くなっております。ご迷惑をお掛
けしますが、何卒お手伝いをお願いしたいと思います。役員
会報告でも書いていただいておりますが、今後3ヶ月のブリ
テン発送日は９月８日・１０月１３日・１１月１０日となっ
ておりますので、よろしくご予定をお願い致します。

９月～１０月の予定 
９月４日（日）阪和部部会　和歌山ＹＭＣA 
9月８日（木）第２例会（ブリテン作業）1400～ 
9月14日（水）第一回YMCAこども支援（仮） 
９月１５日（木）例会 
9月21日（水）YMCAこども支援（仮） 
９月２２日（木）第２２回大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 
９月２５日（日）サンホーム大掃除 
9月28日（水）YMCAこども支援（仮） 
９月29日(木)9月役員会★日程変更 
10月5日（水）YMCAこども支援（仮） 
10月12日（水）YMCAこども支援（仮） 
10月13日（木）第２例会（ブリテン作業）★日程変更 
10月15日（土）阪和部評議会 
10月16日（日）奈良ＹＭＣＡチャリティーラン 
10月19日（水）YMCAこども支援（仮） 
10月20日（木）例会 
10月26日（水）YMCAこども支援（仮） 
10月27日（木）役員会 

第４2期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:宮本桂子　副会長:畠平剛志　書 記:田中惟介・横田憲子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：初田真佐子　直前会長:横田憲子　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/

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

