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巻頭言『ありがとうございました。そして、次へつなぎます。』

宮本桂子

二度目の会長を終えさせて頂きました。今回も、沢山の方々にご
協力頂き、心から感謝申し上げます。
今期は、「継承と改革」を会長主題にさせて頂き、例会や、プロ
グラムをする中で、河内クラブの歴史や伝統の良いところは継承
しつつ、今の時代に合ったクラブのやり方を模索したいと考えま
した。結果、ほんの少しですが、検証の機会もあったように思い
ます。
８月大阪平野の夜景を楽しむ納涼例会、１１月イランの美人母娘
をお招きしてミニ公開例会、１２月ホテルアウィーナ大阪でゆっ
たりとしたクリスマス例会など、各担当のメンさんが素晴らしい
例会を開いて下さいました。
新年合同例会では、ホストをさせて頂きましたが、委員長さんの斬新でアイデア満載な例会を開く事が出来、他
クラブさんからも賞賛頂きました。４月車いす登山は、ボランティアとして若々しい学生さんに沢山来て頂きま
した。
どれも、私自身は名前ばかりで何も出来ないまま、
全てメンバーの方々に大活躍して頂きました。

【今月の聖句】【コリント信徒への手紙Ⅱ8章15節】

本当に有難うございました。次へとつないでいきま

「多くを集めた者も、余ることはなく、わずかしか集めなかった者も、

す。

不足することはなかった。」ー年度の評価を数値的にとらえるのでは
なく、新しい希望の根拠にしましょう。ー（選・解説

★西日本区強調月間

岩坂正雄）

評価・計画★

1年を振り返り、できた事はクラブをメンバーを自分

2015〜2016年度【主

題】

を、大いに褒めて下さい。出来なかった事は、記録に

クラブ主題

「継承と改革」Inheritance and Innovation

まとめ次年度に活かしましょう！。次年度役員の方

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！」

宮本桂子

会長

Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest!

は、綿密な計画を作りましょう！

副題「活力ある阪和部に躍進しよう」

岩本 悟理事（熊本にしクラブ)

西日本区主題

「ワイズ魂で

生駒義範

部長

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs 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!
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット
5月例会出席者（会員）

１5名

ゲスト・ヴィジター出席数

3名

にこにこ

1名

メネット・コメット出席数

8名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

0名

13,270

8名

メイクアップ

1名

5月の出席率

64％

4月例会出席者総数
4月役員会出席者数
4月延べ出席者数

23名

今期累計

8名

169,945

31名

（円）

アジア地域主題

“Respect Yʼs 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 Yʼs 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

★5月例会報告

報告：宮本桂子

出席者
メン：望月・畠平・宮本・横田・藤井・田中・
佐古・丸尾（８名）
メネット：望月・新本・畠平・初田・大藪・丸尾（６名）
コメット・マゴメット：畠平虎太郎・仲川陽莉
ヴィジター：今井利子・山佐亜津子（なかのしま）
ゲストスピーカー：伊藤寿佳子（アトリエSUYO)
合計出席者１９名（敬称略）
畠平メンの司会で、定刻に５月例会が開会された。
会長より：５月２８日（日）のサンホームの大掃除につい
て案内・参加呼びかけ
インフォメーション
○本日のゲストスピーカーの伊藤寿佳子より「みんな学校
全国大会」への参加呼びかけ
○山佐亜津子メンより、なかしまクラブの音楽会への参加
呼びかけ
○畠平メンより 「ワイズ障がい者作品展」企画について
再確認
《卓話》「障がい者とともにアート活動」
２４歳でイタリアに研修に行くことになり、手織りを習っ
た。帰国後は、２年間勤めた後、寿退社。その後、さをり
織り教室に勤めた。
たまたま、その教室に障害を持つお子さんを連れた母娘が
来ていて、自然と付き合う。これが、障がい者さんと活動
する事につながった。また、さをり織りは、その後、障が
い者の施設に広がった。
アートとか、音楽とか芸術の分野では、障害の有無に関係
なく皆違う個性を発揮する事が出来る。
活躍している障がい者
岡本太郎・・銀座で出会った事があるが、対人がだめな発
達障害だと思う。養女のトシ子さんが居られたおかげで世
に出られたと思う。

山下清・・有名
今までも、これからも、素晴ら
しい作家が生まれると思う。
支援する、支援されるというの
は、本当は区別がつかないので
はないかと思うようになった。
そこで、「自分ってどんな人？」
というテストをやってみたら、
全員が何らかの発達障害の傾向
があるという事がわかり、クスッと笑いが起こった。
さをりとは別にチャチャチャバンドという音楽活動もして
いる。これも障害の有無に関係のないバンドで、色々なと
ころで活動している。
最後に全員で「みんなの学校 全国大会」のデーマソング
「ハッピーウィルスマーチ」を歌って終わった。
卓話の後は、ニコニコ、
YMCAの歌と続いて、
いつもよりかなり早め
の８時５分に終了した。

★5月ニコニコ語録
テープ起こし 杉村徹
▷横田さん さをり織
りというのは、土佐堀
Ｙの子どもの夏休みの
プログラムにありました。楽しませていただきました。
▷田中さん ありがとうございました。どんなアートな話
かと思っていました。
▷佐古さん 何分にも高齢者でチラシの文字がもう見えま
せん。大変です。家でゆっくり虫眼鏡で見ます（笑）。
▷丸尾さん 今日はありがとうございました。お話の流れ
を読み取っていくのが難しかったので、どのへんにクライ
マックスが来るのかと思っていました。何事にでもすぐに
対応できて、自分のものにされるというテクニックは優れ
ているなと思いました。アートの話は、またあーと（後）
にしていただいて（笑）。
▷今井さん 新しいことが多いです。前向きに勉強をして
いこうと思います。
▷山佐さん とっても幸
せな気持ちになりました、
競争することではなく、
一人ひとりの個性、力を
出すことが共生に繋がる
と思いました。
▷畠平さん 10点という
高得点をたたき出しまし
た。上と下と同じというのはハイブリッドタイプというこ
とで、病院に行きたいと思います（笑）。
▷宮本さん 何でも前向きにやっておられると思いました。
私もADDが出まして。合っているなと思いました。
▷伊藤寿佳子さん 今日は人前でお話しすることは経験な
かったのですが、皆さんの聞いて下さる姿勢が良くて、本
当にありがとうございました。

▷畠平虎太郎さん ・・・。黙るんかい！（←畠平ワイズ）
▷畠平メネットさん こんなにイタリア語ができると思わ
なかった。なんでもできる方です。そう思いました。私も
満点でした（笑）。
▷新本さん 久しぶりに皆さんにお会いできてうれしいで
す。
▷望月メネットさん 多彩な方ですね。本当にありがとう
ございました。
▷初田さん イタリアの男性は声をかけてきませんでした
か？さをり織りはメネットの会合でお話があったと思いま
すし、サンホームのバザーでもあったように思います。
▷藤井さん 2歳の孫が書きました、先生のお顔だそうで
す。目と鼻と口はちゃんとあります。（すごくかわいい！）
▷望月さん どれを書いても有名人。安心しました。
▷大藪さん 先生、いろいろとお話しありがとうございま
す。私も織物が好きです。かの有名なエジソンと同じなの
で、名を残すように頑張ります（笑）。
▷丸尾メネットさん 私も上と下が同じでした。病院に行
かないといけませんね（笑）。

★42期

第12回役員会報告

記：横田憲子

日時：２０１７年５月25日（木）17:30〜18:30
場所：東大阪市役所 １階喫茶室
参加者：宮本・田中・望月・丸尾・畠平・佐古・横田
▷６月例会役割 司会：丸尾欽造君 聖句朗読：中野侑子さ
ん 食事手配：望月強君 食前感謝：佐古至弘君 ニコニ
コ：当日メネットさん指名 受付・会計：望月強君・藤井
敬子君
▷７月ブリテン 締切６月２３日 厳守 ６月例会報告：
畠平剛志君
ニコニコテープ起こし：杉村徹君 役員会
報告：横田憲子 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：畠平剛志君 河内クラブ
事業委員会報告４００字以内で原稿依頼
《審議事項》
１、６月例会について、担当はＡ班 （中野・丸尾・望月・
大藪・畠平）部長公式訪問で会長交代式と部長挨拶・出席
事業主査の抱負を述べらる。食事後、中西進泰メンより［介
護予防］についてのスピーチを了承される。
２、７月次期ブリテン担当の望月強メンよりページ数など
了解される。
《連絡事項》
１、熊本開催の西日本区大会には丸尾・宮本夫妻・横田野
４名が参加。
２、６月１７日（土）第４回・第１回阪和部評議会出席者
は宮本・丸尾・田中・横田４名。

★第一回ワイズ障がい者作品展
平成29年5月25日
（木）〜27日（土）
東大阪市役所１F多目
的ホールにて、第一
回ワイズ障がい者作
品展を実施しました。

報告

畠平剛志

障がい者の方々が作品を発表することにより社会と関わる
きっかけになればとの思いから企画いたしましたところ、
62点もの作品を出典していただき、多くの出展者に会場に
お運びいただきました。会場では作品カードに「いいね！」
シールを貼る部分を設けたところ、多くの来場者に良いね
シールを貼っていただきました。
後日談になりますが、出展者に作品をお返しするときに沢
山の良いねシールが貼られたカードを添えてお返ししたと
ころ「うわぁ！こんなに
沢山貼ってくれたんや！」
と喜んでいただき、自信
を得るお手伝いも出来
たかなと思っています。
実施にあたっては多くの
ワイズメン、メネットの
方々に長時間に渡り御
尽力いいただき、本当
にありがとうございま
した。次回は11月に第
2回を実施したいと考え
ておりますので、よろ
しくお願いいたします。

★サンホームニュース★

杉村徹

今年も、「ＹＭＣＡサンホーム大掃除デイ」無事に終了し
ました！
日頃サンホームでストックウォークやちぎり絵などに来ら
れている方や、入居者ご家族、そしてワイズの方々など、
総勢５０名のボランティアの方がサンホームの内側から外
側まで一生懸命２時間も掃除いただいて、ピカピカ！！に
なりました。ありがとうございます。掃除をしながら、い
ろいろなおしゃべりをし
て繋がりが生まれ、お
昼ご飯を一緒に食べ
て、なんだかホッコリ
嬉しい気持ちなる。と
っても大切なことだと
思いました。みなさ
ん、次回是非！

★YMCAニュース★

★編集後記★

切通菜摘

5月は東大阪市の大イベント「第40回東大阪市民ふれあ
い祭り」にサンホームがだしているブースのスタッフと
して参加しました。野外活動の日程との重なりもあり、
リーダー会からは3名の参加でした。今回参加させて頂
いたのはてま、ちぃ、ひとんの
3名です。当日は長い列ができ
るほどの大盛況で、子どもから
お年寄りまで幅広い年代の方に
ストラックアウトを楽しんでも
らい、東大阪地域の方との交流
の場となりました。
今後も、地域の活動に積極的に
参加し、YMCAの活動を少し
でも多くの人に知ってもらう機
会にしたいと思っています。
次回は10月に八戸ノ里小学校
で行われる八戸ノ里フェスタに
東大阪地域リーダー会でブース
を出店する予定にしています。

私の担当分もこの節目の500号で一旦終了となります。昨年か
らカラー化を行うためのネット印刷への移行によって、従前以
上に締切厳守にご協力いただき、また、折込切手貼りの日程変
更などありましたが、こちらも皆様にご協力いただき、何とか
発行を続けることが出来ました。さらに編集とは言っても毎
号皆様に完成度の高い原稿をいただき、文字校をするぐらい
でしたし、写真も丸尾さん望月さんはじめ皆様に撮影いただ
き、ありがたいことにそれほど苦労することなく楽に発行を
続けることが出来ました。本当にありがとうございます。
来期からはヴェテランの望月さんにバトンタッチします。望
月さんのプランによりますと、カラー化は続けるし、更に記
事が増えた場合には4Pにとどまらず増ページも行うと、さら
にブリテンのパワーアップが予定されているとのことです。
一読者として非常に楽しみですし、写真や記事、発送など、
出来る限りお手伝いしたいと思っています。皆様も今まで以
上にご協力をお願い致します。
さて最後ですので、編集にとどまらずワイズ活動について少
し書かせていただきます。
先日、息子の虎太郎をはじめて例会に連れて行かせていただ
きました。彼は今月例会のゲストのスヨさんのところで、さ
をり織りと音楽を習っており、第一回ワイズ障がい者作品展に

6月 例会プログラム

は、さをり織りの出品をさせていただきました。例会でも喃語

6月21日(木)
PM6：3０〜8：30
受付
望月強・藤井敬子
司会
丸尾欽造君
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
宮本会長
部長公式訪問
部長挨拶・主査挨拶
会長交代式
聖句朗読
大藪暢子君
食前感謝
佐古至弘君
インフォーメーション
卓話
中西のぶひろ
“まちを変える介護予防・
日常生活支援総合事業”
結婚・誕生祝い
ニコニコ
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鐘
畠平副会長

が煩かったかと思いますが、皆様に暖かく迎え入れられ、実に
楽しそうでした。自分の息子はじめ、いろいろな障がい者を見
るにつけ、彼らには「便利悪い」ことが色々ありますが、決し
て可愛そうでも特殊な存在でもないなということを実感させら
れています。我々家族や、障がい者施設などでの支援者はその
「便利悪い」ところを手助けはしますが、それも「高いところ
に手が届かないから背の高い人に取ってもらうように頼む」と
か「ビンの蓋が硬いから力の強い人に開けてもらうように頼
む」とかと同じで、何も特別特殊なものではないと思います。
ただただ皆が、私があなたや健常や障がい者に分類されている
人が、楽しく暮らせるように「便利悪い」ことをお互いに手助
けしあっていけるようにな
れば良いな、そのための手

HAPPY BIRTH DAY ６月

助けを自分でだけでなくワ

２日 佐古 利子さん

イズ活動でもしていければ

WEDDING ANNIVERSARY

良いなと思っています。

なし

6月〜7月の予定
毎週水曜日 YMCA子ども広場
6月10日〜11日 西日本区大会 熊本
6月14日（木）ブリテン印刷★日程変更
6月17日（土）第４回・第１回阪和部評議会
6月21日（木）例会
6月28日（木）役員会
7月13日（木）ブリテン印刷★日程変更
7月20日（木）例会
7月27日（木）役員会 ★場所変更

第４2期
会 長:宮本桂子

畠平剛志

3年間にわたってブリテンの編集をさせていただきましたが、

副会長:畠平剛志

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

直前会長:横田憲子

南Ｙ

会 計:藤井敬子・望月強

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

