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巻頭言  「河内メネット会」    望月 治子 

 ついに廻ってきました、メネット会長のお役目、西日本区は今月がメネッ

ト月間ですが河内メネット例会は来年 3 月（桃の節句）が恒例になっていま

す。来年なので未だ先の話ですが、如何にすれば良いか今から心配していま

す。前期、初田メネット会長が河内木綿はたおり体験をする例会を企画なさ

いましたが、講師との日程が合わずに実現出来ませんでしたので、今期は河

内木綿の講演と織物の実習が出来ればと思っております。企画等に付いては

田中メンにお骨折り頂く様にお願いしております。 

  これからも、例会には出来るかぎり出席したいと思っています。今月は

阪和部会でメネット会が南ＹＭＣＡで１０時から開かれます。他のクラブの

メネット様との交流と親睦を深めましょう。メネットの皆様ご一緒に参加し

ましょう。 

 今夏は大変な猛暑で、秋に疲

れがドット出そうですが健康

には十分気を付けましょう。嬉

しいことに足が良くなり元気

になられた丸尾メネットも復

帰されました。みな様と共に健康に留意して楽しいメネット会を持ち

たいと思います。 

 

＊ 9 月 11 日（月）午後 7 時より奈良メネット例会に

参加しましょう！  

            ２０１７～２０１８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  「新しい友をつくろう！そして今ある友を大切に！」           鈴木璋三 部長 

        Make New Friends, But Keep the Old One is Silver and the Others Gold 

西日本区主題  2022 年に向けて｢心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」     大野 勉 理事 

“Healthy mind ＆healthy body make healthy club” 

 アジア地域主題 「ワイズ運動を尊重しよう」“Respect Y’s Movement”     Tung Ming Hsiao 地域会長 

 スローガン  「よりよい世界の為に、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」  

                      “Solidify the Y’s Men Family for Better World”        

 国際主題 「ともに、光の中を歩こう」“Let us walk in the Light-together”  Henry J. Grindheim 

スローガン  「国境なき友情」“Friendship across the borders” 

 【今月の聖句】ヨハネによる福音書１５章５節        （選・解説 岩坂正雄） 

「わたしはぶどうの木、あなた方はその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人に
つながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ」 
――わたしたちは、立場も考え方も違う、その違いを超えてひとつになれるために、ＹＭＣＡ・ワイ
ズという木の枝につながっていることを誇りに思いましょう。  

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 

http://kawachi-ys.org 

９月例会プログラム 

Menettes 
9月 21日（木）18：30～20：30 

司 会      宮本桂子君 

開会点鐘      畠平会長 

ワイズソング    一  同 

聖句朗読     大藪暢子君 

ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 

会長の時間     畠平会長 

食前感謝     佐古至弘君 

     食事・歓談 

卓話  障害者よくある話    

吉田修 氏 

結婚・誕生祝い   畠平会長 

ニコニコ      メネット 

ＹＭＣＡの歌斉唱  一  同 

閉会点鐘     田中副会長 

 

場所（ＹＭＣＡサンホーム 6 階） 

ウラジオストクにて 

http://kawachi-ys.org/
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納涼例会報告         記：横田憲子                          

日時： ２０１７年８月１７日（木）１８；３０～２１：００ 

場所： レストラン“ブチェイデ” 上本町 

参加者：メン：田中・望月・畠平・丸尾・藤井・岩坂・宮

本・佐古・横田 

    メネット：田中加代子・望月治子・畠平明子・ 

大藪暢子・丸尾初子・初田眞佐子・ 

         横田允宏 

    コメット：畠平竜太郎・畠平大治朗・仲川亮子 

    マゴメット：仲川ひまり 

    ゲスト：石木茉莉・（てまリーダー）・ 

松下奈央（れもんリーダー）・ 

今井利子（なかのしまクラブ）・ 

鈴木えみ（日本語学校主任）・ 

宮本修司（阪和部連絡主事）・ 

小川和恵（サポーター）  以上２６名 

 

 お盆が明けても暑い日が続く中、８月納涼例会の会

場を上本町に移動して開かれた。丸尾メンのいつもの

楽しいおしゃべりによる司会で畠平会長が点鐘され会

はスタートされた。 

 

聖句朗読は優しい言葉で岩坂メン選の聖句を田中加

代子メネットが読まれ、今国会党首の言論や軍事紛争

などで感じる不安をどうぞ平和に向けて進んでいってほ

しいと強く感じました。 

 
 美しく盛られたイタリア料理の前菜に始まり賑やかな

食事となりました。今日はリーダー２人やコメットさん３人

そして YMCA の主事２人そしてマゴメットのひまりちゃん

を迎え若い方々の声がして元気な会となった。 

 

 

インフォメーションでは 次期の阪和部役員が書記

宮本桂子メン・会計望月強メン・事務局長畠平剛志メ

楽しい納涼例会 オープニング 

司会の丸尾欽造メン 

半世紀のお付き合い 

河内の お宝 メネットさん 

納涼例会はこんなところで 

イタリアンレストラン貸し切り 

会長の時間 子供に見詰められ少し緊張 
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ンの承諾を頂いたこと、そしていつも選出の決まりにくい

メネット主査を丸尾初子メネットが受けて下さったことの

報告があった。 

 

 
次は食事の途中でお願いしておりました「リーダー時

間」で、東 YMCA リーダーの“子供ひろば”からのお願い

と、「パンダのしっぽは黒・白どちらでしょうか？」から始

まり、○・×のクイズで大いに楽しみました。 

 

最後に河内恒例のオークションでは田中メンの奮闘

と畠平メネットの突然参加の掛け合いのセリで盛り上が

り、お財布からお金を出すのに忙しい方もおられたよう

です。 

 

オークションでは藤井会計と仲川コメットが活躍下さ

いまして有難うございました。最後に手の掛けられた美

味しいデザートをいただき時間を延長しました。 

９時にて副会長田中メンによる点鐘で閉会となった。 

 

 

 

 

 

 

 

クイズで脳体操  答えは ○か× 

てまリーダー        れもんリーダー 

クイズでがんばりました。 今井さん 

集まれ みんなで ハイ、パチリ 

オークション 風呂掃除グッツ はいなんぼ 

笑って閉める 閉会点鐘 

オークション 

売上 ￥３６，５００ 

皆様 ご出品 お買い上げ 

有り難うございました。 
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８月役員会報告 記： 横田憲子 

日時： ２０１７年８月２４日（木）１９：００～２０：３０ 

場所： サンホーム６階 

出席者：畠平・田中・望月・宮本・丸尾・藤井・横田

 《報告事項》 

１、 阪和部会出席：丸尾・丸尾メ・望月・望月メ・ 

畠平・宮本・宮本メ・初田メ・横田 

２、 阪和部メネット会：初田メ・望月メ・丸尾メ・ 

宮本・宮本ヘルパー 

３、 EMCシンポジューム：畠平・宮本・ 

宮本メネット・望月・横田 

４、 チャリティーラン：宮本・宮本ヘルパー・望月・ 

望月メ・畠平・藤井・田中・丸尾・丸尾メ・       

   丸尾コメット・横田 

《議題》 

１、 ブリテン１１月発行日は作品展最後の１１月 

２日（木）展示場コーナーの一角にて参加者

で作業をする。 

２、 ９月例会・・・B班（中野・佐古・宮本・望月・ 

大藪・中西） 

   司会：宮本桂子君  聖句朗読：大藪暢子さん  

食前感謝：佐古至弘君 食事手配：望月強君 

ニコニコ献金：メネット（当日指名）     

３、 １０月ブリテン・・・巻頭言：丸尾欽造君 

例会報告：岩坂正雄君  

ニコニコ記稿：杉村徹君 

 役員会報告：横田憲子君  

サンホームニュース：杉村徹君 

YMCAニュース：切通菜摘さん 

４、 公開例会謝礼に関しては登録費も含め 

５万円に決まる。 

５、 １１月例会の卓話は大内秀之氏に４０分 

講演をお願いする。 

６、 １２月の予定    

1２月７日役員会・１４日例会（クリスマス

会）・２１日ブリテンの印刷とする。クリスマス

例会の時間や場所は未定とする。 

７、 作品展の看板は、畠平メンが担当する。 

８、 ジャガイモファンドは４００ケースが１０月 

１４日（土）９時サンホーム到着の予定となる 

１０，   チャリティーランのサンホーム支援は河内 

クラブより１０万円とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡサンホームＮＥＷＳ 

サンホームのデイサービスでは、毎年恒例の夏ま

つりを 8 月 21 日～26 日で開催しました。たくさんの

提灯、朝顔のツルが這うすだれで夏を演出！そして

お手製のミニ櫓も登場し雰囲気はバッチリ。スタッフ

の浴衣姿が花を添え、利用者さんのはっぴ姿が若い

衆を思わせ熱気溢れる時間となりました。今年はご

家族にも声をかけ、小さいお子さんの参加もありまし

た。 

ヨーヨーつりや射的を子どもに教え、教えられながら

和気藹々と過ごされ、最後は懐かしい冷やしあめが

登場し、昔はなしのきっかけにもなりました。「幼いこ

ろを思い出したわ。」「楽しかったよ。」と満足していた

だけたようです。 

9月ゲストスピーカー紹介  吉田修 氏 

奈良市在住、54歳の脳性まひ者。ほとんどのことが自力

で可能。 金融機関システム部、ソフトウェア会社を経て、

現在はフリーのホームページ制作業。 

コンサートを聴きに大阪・東京・名古屋など出かけたりす

るのが趣味。 

 

強い絆のＶサイン  

心の若さに乾杯 
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ＹＭＣＡリーダーＮＥＷＳ 

先日、東大阪地域リーダー会で新リーダーを歓

迎する会を行いました。 

 

 

現在、新しく加入したリーダーは５名となり、総

勢１５名となりました。 

 

フレッシュのリーダーも「子ども広場」に参加を

し、子どもたちと関わることに楽しみを感じてい

るようでした。 

また、夏休みはキャンプや集中サッカー、全国

バスケットなど多くのプログラムがあり、リーダ

ーたちも各プログラムで活躍しております。９月

４日のリーダー会では夏のプログラムの報告をそ

れぞれおこなう予定にしています。お時間が合い

ましたらぜひご参加いただき、リーダーを励まし

ていただけると幸いです。 

 

 

 

 

 

東ＹＭＣＡリーダー会 予定 

日時１０月１６日（月）１９時１５分～ 

場所 サンホーム 

 

阿南無人島キャンプのグループ 

（2泊を無人島で過ごすキャンプ） 

間座味ネイチャーキャンプ 

（東大阪地域から けんぴリーダー参加 

新人歓迎バーベキュー 

元気一杯 ガンバロー 

スイカ割りを楽しんでいる 

（阿南マリンキャンプ） 

フレッシュリーダー 

左から、りん・わに・キー・なると  4名 

後列リーダーはゲスト参加のジョグリーダー 
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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 

１４日 箕浦 美子さん 

２０日 田中 加代子さん 

 WEDDING ANNIVERSARY 

今月は該当者がおられません 

第 43期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:畠平 剛志 副会長: 田中惟介 書 記:横田憲子・ 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長：望月治子 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/ 

第 29 回 阪和部会     

日時 9 月 16 日（土）12：30 

受付は 12 時より      

会場 ホテルバリタワー天王寺 

TEL：06-6774－2631 

会費 ￥7,000  

（着席ビュフェスタイル）  

       

。 ☆メネット会  
同日 10 時～12 時迄 

場所 南ＹＭＣＡ 

 講演 「フードバンクと子供食堂」 

講師  浅葉 めぐみ氏 

ＮＰＯ法人フードバンク関西代表理事 

西日本区強調月間  9 月 Menettes 
各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促しましょう。 

国内プロジェクトへの理解を深めましょう！ 

中道京子メネット事業主任（神戸クラブ） 

 

編集後記 

ブリテン編集は資料を集めるのが大変で

す。ワイズの事が知っているようで知らない

事が多いのに気づかされました。大変だ！ 

望月 強 

日 程  河内クラブ 

9 月 9 日（土）ＥＭＣシンポジウム 

9 月 16 日（土）阪和部会 

9 月 16 日（土）阪和部メネット会 

9 月 21 日（木）河内ワイズ例会 

9 月 28 日（木）河内ワイズ役員会 

10 月７日（土）公開例会、河内ワイズ 

     大阪チャチャチャバンド 

10 月 15 日（日）チャリティラン 

10 月 31 日（火）ワイズ障がい者作品展 

～11 月 2 日（木）       

11 月 16 日（木）河内ワイズ例会 

12 月 7 日（木）河内ワイズ役員会 

12 月 14 日（木）河内クリスマス例会 

会員数（連絡主事を含む） 13 名 ゲスト・ヴィジター出席数 6 名 納涼例会オークション      

広義会員・功労会員数 2 名 メネット・コメット出席数 11 名      36.500円 

特別メネット 2 名 功労会員・広義会員出席数 2 名  にこにこ献金 

8 月例会出席者数（会員） 7 名 ８月例会出席者総数 26 名 オークション月 

メイクアップ 1 名 ８月 役員会出席者数 7 名 今期累計 

８ 月の出席率 61.54% ８月例会充足率 200.00% 16，000 円 

 

増石様より切手寄贈 ブリテンの購読有り難うございます。 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

