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巻頭言 あなたは幸せですか？ 横田憲子  

 「あなたは昨日、よく眠れましたか？ 

あなたは昨日ずっと敬意を持って扱われ

ましたか？ 

あなたは昨日、たくさん笑いましたか? 

あなたは昨日、興味深いことを学んだり

実行しましたか？ 

あなたは昨日の大部分を楽しい気持ちで

過ごしましたか？」 国連が３月２０日

を「国際幸福ディー」と定めているらし

い。 

これはアメリカの国際的なギャラップ

という調査会社の世論調査した結果、といってもどんなアンケートにな

っているかは分かりませんが、２０１４年の世界幸福度調査報告として

１４３ヵ国、「幸福を感じる人」という項目の中で、世界的には７０ポ

イント 日本は５５ポイントで４６位となっているらしい。世界一幸せ

を感じている国はフィージーの９３ポイント、手厚い福祉制度の国では

８０ポイント、不幸と感じる国はギリシャの２４ポイントとある。 

日本では「あなた幸せ？」と面と向かって尋ねられることはなく、物理的環境で、「あなた幸せよ」と

勝手に決められ、心の問題ととらえないことが問題である。年を重ねてくると、心の幸せを感じられるこ

とが大切になり、「誰かが自分を必要とされていること」 「他人に何か与えられている実感がで伴うこ

と」で、幸せを感じるようになってくる。この他人のためという部分がワイズの皆さんの心の奥底にある

のではないでしょうか。それが人間としての心のよりどころとなり活動が続いているのだと思う。 

 

            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]マタイによる福音書５章１６節        （選・解説 岩坂正雄） 

「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい」 

――ワイズメンであることを誇りとする心がけを大切にしましょう。 

 

The Y’s Men’s  Club  Of 
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C/O Osaka Higasi YMCA 

3-1-18 Mikuriya Minami 

Higasi-Osaka JAPAN 

577-0034 

http://kawachi-ys.org 

１１月例会プログラム 

Public Relations Wellness 

11月 16日（木）18：30～20：30 

司 会      横田憲子君 

開会点鐘      畠平会長 

ワイズソング    一  同 

聖句朗読    望月治子さん 

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     岩坂正雄君 

「障がい者作品展鑑賞」 

結婚・誕生祝い   畠平会長 

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） 

http://kawachi-ys.org/
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 １１月例会報告   

日時：２０１７年１１月７日（土） 

１５時～１７時 

記録 丸尾欽造 

場所：サンホーム多目的ホール 

参加者：メン：畠平・望月・丸尾・橫田・藤井・

田中・宮本・杉村・岩坂 

   メネット：畠平・初田・望月・丸尾・新本 

   ゲスト：正野（泉北）・飯沼（泉北）・山田

（泉北）・鈴木部長（サウス）・ 

小池（サウス）恵美奈夫妻（サウス） 

      畠平夫妻（大阪西） 

     リーダー：柴田一希 

コメット：畠平龍太郎 

 出演者と保護者 

   池田 淳子。伊藤 寿桂子。井上 尚也。 

杉本  明子・美子。瀬尾 美雪・利子。 

滝森 裕子。田淵 春花。辻 由香里。 

中井 之智・聡子。藤原 香・正子。 

堀 佐知子。舛井 美紀。畠平小太郎 

道畠 彩・美江。吉谷 逸代。石村美里 

名簿登録 ４６名 未登録 若干名 

 大阪チャチャチャバンド」から 

伝わってきた音楽の原点 

                丸尾欽造              

１０月例会は、それぞれ日常の環境が異なる人

たちが集まり、音楽を通して一つになり感動と

エネルギーに満ち溢れた公開例会となりました。 

今回、ゲストとしてお招きしたのは、アトリエ

SUYO（スヨ）の「大阪チャチャチャバンド」の皆

さんです。アトリエ SUYOは、玉造にある織り工房

で「さおり織り、ベンガラ染め」をはじめとする

アトリエであり、大阪を中心に障害を持った仲間

とミュージシャンが出会い、大好きな織や楽しい

音楽の輪を共有し生まれたハーモニーを表現する

音楽グループの活動をされています。NHK にも出

演されて、チャレンジャーの方々に希望を与えて

います。 

今回初め

て演奏を見

せていただ

きましたが、

障がいを持

つ若者たち

１０人が主

役で、歌い、

踊り、自分

の楽器を演

奏する。そ

れをバックで支えている数人のミュージシャンが

絶妙に脇役に徹しているところにこのバンドのも

つ意義と味わいを感じ取ることができたのではな

いでしょうか。自然と聴いている人たちも巻き込

まれヒートアップして体を揺らし手を打って楽し

むことができました。「主役」が休憩の合間に、ミ

ユージシャンの方々がジャズ的なセッション演奏
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を披露されたり、スチールパンという打楽器の音

階を演奏されるなどの一幕をも楽しむことも出来

ました。「さすが～」と感じるとともに、この方々

の内にある音楽が本来持っている原点のようなも

のがチャチャチャバンドの中で生かされ、笑顔と

ハッピネスが溢れ出ているのではないかと感じま

した。 

１時間半の演奏を楽しませていただきましたが、

その間、私自身の感性をチェックすることができ

たと思います。ワイズメンズクラブの活動のあり

方や社会との関わり方についてもヒントを与えら

れたように思います。主宰する伊藤寿佳子（SUYOko）

さんは、「このようなステージの機会をいただいて、

私が上がってしまいました」と、喜びを語られて

いました。 

この公開例会にご参集くださった方々は、近隣

の各クラブからのビジターなどワイズメンの関係

者、バンドのみなさんと家族の方々など６０名ほ

どだったでしょうか。公開プログラムとしては近

隣の方やサンホーム入居者など地域の方々の来場

が少なかったような気がしました。  

 

 

 １０月役員会報告  

               記：横田憲子 

日時：１０月２６日 １９：００～２０：１５ 

 出席者：田中・畠平・宮本・望月・杉村・横田 

≪報告事項≫ 

１、第２回 阪和部評議会 

   議案は５号あり、第３号議案の「阪和部部

則、部則施行規則」改正検討委員会の設置

委員の推薦が承認され各クラブで会則内容

に関して討議して改正委員会に報告とある

が、河内クラブは委員会に一任ということ

になる。 

２、チャリティーラン 

 雨の中お疲れ様でしたとランナーとしても

活躍の杉村徹連絡主事より挨拶がある。 

３、ジャガイモ販売は少々残ありという報告があ

る。 

４、作品展準備状況と役割分担に関して報告。 

 作品の点数は概算４５点という報告がある。

役割り分担は１１月１日が人数的に少ないこ

とで追加協力をクラブにお願する。 

≪議題≫ 

１、１１月例会に関して A 班準備（岩坂・田中・

丸尾・藤井・横田・青野・箕浦） 

 第２回 河内クラブ「障がい者作品展観賞」 

 受付・会計・・藤井敬子君・望月強君 

 司会・・・・・・横田憲子君 

 聖句朗読・・・・望月治子さん   

食前感謝・・・・岩坂正雄君  

食事手配・・・・望月強君 

 ニコニコ献金・・当日メネットさん指名 

２、１１月以降のクラブ予定変更の件 

1１月第４週木曜役員会の予定は祝日のため 

１８日（土）の 19:00 時とする。 

1１月３０日ブリテン発行とする。 

＊１２月ブリテン 担当 

  巻頭言・・・中西進泰君   

例会報告・・・丸尾欽造君  

ニコニコ記載・・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 

３、クリスマス例会準備に関して 

   希望出席者数を３０名なので他クラブの方

もお誘いください。ビンゴゲームの商品は

藤井会計と相談することとする。恒例のオ

ークションも行う。 
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第 6 回奈良 YMCA インターナショナル・チャ
リティーランは、10 月 22 日（日）に予定さ
れていましたが、台風の為中止となりました。 

阪和部第２９期評議会報告                                            

報告者 横田憲子 

日時：２０１７年１０月１４日（土） 

１３：００～１５：１5 

場所：南 YMCA ２階 

出席者数：２９名 

＊議案： 

第１号議案 第１回評議会議事録は承認される。 

第２号議案 第２８期 阪和部最終会計報告は承

認される。 

第３号議案 「阪和部部則、部則施行規則」改正

検討委員会の設置について 

６名の設置委員を推薦し、改正委員会の

設置を承認され、各クラブで会則内容に

関して討議して１１月１１日までに改正

委員会のメンバーに報告する。  

第４号議案 第２９回阪和部部会の会計報告と余

剰金の措置について。余剰金は雑収入

に入金されることを認められ、部にな

い部旗スタンドポールの購入を承認さ

れる。 

第５号議案 阪和部一泊研修・懇親会の開催につ

いては承認される。 

＊その他報告・連絡事項 

Ⅰ、部長活動方針への協力依頼については各クラ

ブでバディシステムを確立して前進するように。 

Ⅱ、新年合同例会進捗状況については１月１３日

（土）の１２時よりスタート。 

Ⅲ、チャリティーゴルフ１１月２日に行われる。 

 

 河内クラブ参加者：橫田・宮本・丸尾・望月 

 チャリティーラン報告  

報告者 宮本桂子 

第 23 回大阪 YMCA チャリティーランは、10 月

15 日（日）花博記念公園鶴見緑地 特設コースに

て開催され

ました。 

当日は雨

天で、特に後

半はかなり

の土砂降り

の中、大勢のラン

ナーが走りました。

サンホームは 10

キロランとたすき

リレー、リーダー

はグループランに

出場しました。河

内クラブも 11 人

が会場の警備にあ

たりながらランナーの応援をしました。 

 

大阪 YMCA チャリティーラン参加者 

メン・・丸尾 望月 田中 横田 藤井 箕浦 杉

村 宮本 

メネット・・丸尾  藤井メンコメット・・仲川

亮子 藤井メンマゴメット・・仲川陽莉 
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11 月 13 日（月）19：15～ サンホーム 6F 

 

11 月 16 日（木）ＰＭ5:00 
メネット会を開催します。 

 ＹＭＣＡサンホームＮＥＷＳ  

今年で 3 回目を迎える五百石自治会主催の「五

百石お祭り」に声を掛けて頂き、YMCA からは、

フランクフルト・射的・ペンシルバルーンと計 3

個のブースを出店しました。五百石地域の方とは、

五百石健康体操（日曜日/月 1 回）などで、日頃か

ら関係を繋いできました。 

当日は朝

からの小雨

が、開始時刻

には大雨！

と悪天候で

はありまし

たが、ボラン

ティアとス

タッフが一

丸となり、お祭りを盛り上げました。 

サンホーム職員は日々高齢者と接していますが、

やはり YMCA 職員です。子どもの相手やテント設

営にと大活躍でした。ぜひサンホームの活動にご

参加ください。 

（地域包括支援センター山口） 

 

 

 

 

 

 ＹＭＣＡリーダーＮＥＷＳ  
切通なつみ 

チャリティランでは、様々な形でお支え頂き、ま

た当日も雨の降る中暖かい声援をありがとうござ

いました。

今年度も河

内ワイズの

皆様、サン

ホーム、東

大阪地域リ

ーダー会と

ともにチャ

リティラン

を盛り上げることができ、嬉しく思います。 

10 月 8 日（日）、

八戸ノ里小学

校で毎年実施

される八戸ノ

里フェスタで

は、キックタ

ーゲットブー

スを出店しま

した。毎年、子どもたちに大人気のこのブースで

すが、今年度も、4 時間途切れることがない長蛇

の列となり、地域の方とともに楽しいひと時を過

ごしました。 

 泉北メネット例会に参加  

９月２８日（木）中央区天満橋京阪シティモール 

（薩摩ごか

もん）に於い

て泉北メネ

ット例会が

持たれまし

た。九州の美

味しい物を

食べ、お喋り

をして、河内

メネット会の存在をアッピールしました。 

参加者：大藪・丸尾・中野・望月以上４名  

 サンホーム「宇宙人」ゴール直後もこの余裕 
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 －６－  

HAPPY BIRTH DAY   1１月 

該当者はありません 

 WEDDING ANNIVERSARY 

２日 佐古至弘・利子 夫妻 

２７日 望月 強・治子 夫妻 

２８日 中西進泰・伸子 夫妻 

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/ 

   

１２月１４日（木） 
午後６時３０から９時迄      

大阪平野の夜景を X’s ツリーに見立て 

優雅な ひと時を 過ごしましょう・・・ 

 

食事前の一風呂もよし！ 

酔い醒ましの一風呂もよし！ 

会費 6,000 円 

オークション献品を願います 

 

Public Relations Wellness  西日本区強調月間  11 月   
ワイズデーを PR して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！ 

  そして、ＥＭＣやクラブ活性化に繋げましょう！ 

伊藤 剛 広報・情報委員長（京都クラブ） 

 

編集後記 

 未だに慣れない Word編集、写真を挿入す

ると前に貼り付けた写真が消えてしまい慌

てることもしばしば、キャプションを追加

するだけで全ての編集が消えて無くなり文

字だけが画面に羅列され、一からやり直し

かと心臓が止まりそうになります。だまし

だましの編集、今月も完成か？ 

望月 強 

日 程  大阪河内クラブ 

11 月 16 日（木）河内例会（18:30～） 

11 月 18 日（土）河内役員会（19:00～） 

11 月 30 日（木）ブリテン発送（15:00～） 

12 月 7 日（木）河内役員会（19:00～) 

12 月 14 日（木）河内クリスマス例会 

12 月 21 日（木）ブリテン発送（14:00～） 

2018 年 

 1 月 13 日（土）新年合同例会（12:00～） 

   12 時より （シティプラザ大阪） 

 1 月 18 日（木）河内役員会(19:00～) 

 1 月 25 日（木）ブリテン発送（14:00）    

会員数（連絡主事を含む） 13 名 ゲスト・ヴィジター出席数 31 名   

広義会員・功労会員数 2 名 メネット・コメット出席数 5 名  にこにこ献金 

特別メネット 2 名 功労会員・広義会員出席数 1 名 公開例会につき 

10月例会出席者数（会員） 8 名 10月例会出席者総数 46 名 にこにこﾅｼ 

メイクアップ 3 名 10月 役員会出席者数 6 名 今期累計 

10 月の出席率 76.92% 10月例会充足率 346.15% 28,500 円 

 

 

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

