
 

 

２０１８年 1月報      Vol. 507    12月 21日発行

巻頭言 新年あけましておめでとうございます。 

大阪河内ワイズメンズクラブの皆様には昨年は活発なワイズ活動を実施し

ていただき、ありがとうございました。10月 7日には大阪チャチャチャバン

ドを招いての公開例会を行い、46名という多くの方々に障害があってもなく

ても音楽を楽しめるということを共有していただきました。また、10月 31

日から 11月 2日まで東大阪市役所 1階多目的室という素晴らしいロケーシ

ョンで第 2回ワイズ障がい者作品展を実施し、

100名を超える一般来場者と、「これを機に障

がいをお持ちの方々が社会と触れ合える機会

としたい」という第一目的通り、多くの出展者の方々にもご来場いただき、自

分の作品が多くの人に鑑賞されている様子を目にしていただくことが出来まし

た。また、直後の「作品展鑑賞例会」では出展者の方々も交えて 34名もの例会

出席があり、にぎわいのある楽しいひと時を過ごすことが出来ました。 

しかし、残念なこともありました。昨年 11月 1日に大藪メンがお亡くなりにな

りました。謹んで哀悼の意を表します。 

これにより、河内の人数は 14名にまで減ってしまいました。この状況下ですが、

今年も実施する活動の「選択と集中」を行い、より良いワイズ活動を行ってい

きたいと思います。 

皆様、本年もよろしくお願いいたします。 

 

            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】エペソの信徒への手紙 4章 22節（選・解説 岩坂正雄） 
「古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身に着け、真理
に基づいて正しく清い生活を送るようにしなければなりません。」 
――新しい年を迎え、古い因襲にとらわれず自分をあたらしくすることを心がけましょう。 

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 

１月例会 

阪和部新年合同例会 

河内クラブの例会とする 

ＩＢＣ  ＤＢＣ 

1月 13日（土）  12：00～ 

シティプラザ大阪 

河内クラブは閉会の後、会場内で 

誕生・結婚祝を 会長から、 

お祝いの言葉と記念品を贈ります。 

 

http://kawachi-ys.org/
tsumo
下線
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 １2 月例会報告   

クリスマス例会 

2017 年 12月 14 日（木） ホテルセイリュウ 

出席者：21 名 

メン 9 名 宮本・岩坂・佐古・藤井・丸尾・望月 

・田中・杉村・畠平 

メネット 7 名 望月・大藪・丸尾・初田・田中 

・新本・畠平 

コメット 1 名 中川 マゴメット 1 名 中川 

ゲスト 4 名 鈴木（阪和部長）・恵美奈、恵美奈メネ

ット（サウス）・小川（宮本ヘルパー） 

 

「大阪平野の夜景をクリスマスツリーに見立ててク

リスマス例会を行おう」という田中メンの発案によ

りホテルセイリュウ 9 階にてクリスマス例会を実施

しました。当日は快晴で冬の空気は澄みわたり、素

晴らしい夜景を楽しむことが出来ました。 

例会は定刻をやや過ぎて開会点鐘で開始され、いつ

もの例会プログラムにつづいて岩坂メンの大阪平野

の成り立ちなど歴史面も少し勉強させて頂きました

が、セイリュウより見下ろす大阪平野はまさに海の

ごとく平坦で、遠くにそびえる上町台地のアベノハ

ルカスまで海だったということが実感される光景で

した。 

 

ゲストの鈴木部長による乾杯で洋食・中華という洋

中折衷の料理とお酒でテーブルが盛り上がる中、ビ

ンゴゲームがはじまり、恵美奈メンのトークでこち

らも大いに盛り上がりました。なお一等賞ビンゴを

引き当てたのは大藪メネットでした。 

 

食後はお楽しみのオークションで、オークショニア

の丸尾メンの腕もあってか次々と高額？落札されて

いき、販売総額は２１,０５０円となりました。 

3 時間の長丁場でしたが、まったく中だるみすること

なく、定刻通りに閉会点鐘でお開きとなりました。

素晴らしい景色と盛りだくさんの企画で、最期まで

笑いの絶えない楽しいクリスマス例会でした。 
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 ニコニコ語録  
惠美奈メン（サウス） 

手術をしましたが、おかげさまで杖もなしに歩け

るようになってきました。ありがとうございまし

た。 

畠平メン 

チャチャチャバンドありがとうございました。障

がい者も助けあいながらが大事だと思います。 

畠平メネット 

畠平の嫁です。29日ささやかなコンサートを開き

ます。中野ワイズのお宅を借りてやっています。

ぜひお越しください 

惠美奈メネット（サウス） 

今日は楽しい例会ありがとうございます。主人も

こうして歩けるようになりました。来年も頑張り

たいと思います。 

鈴木メン（阪和部長） 

サウスの鈴木です。楽しい会ありがとうございま

す。来期河内から部長が出ます。バックアップよ

ろしくお願いします。 

中西メン 

枚岡神社でお笑い神事が行われます。去年も 20分

間も、みなさん笑い続けました。 12月 23日です。 

 

 

 

佐古メン 

先日サンホームでクリスマス会がありました。参

加させてもらって楽しかったです。 

丸尾メン 

先日、Ｊグリーン堺で知的障害の方のサッカーの

プログラムがありました。純粋さに感動しました。 

宮本メン 

一昨日熱が出て、下がったと思ったら、今朝は、

父親が体調が悪くなり入院になりました。今日は

例会に来れて良かったです。 

新本メネット 

今日は楽しかったです。ありがとうございました。 

田中メネット 

こんにちは。主人が「だんだん例会の人数が減っ

てきた」とさびしそうに言っていたので来ました。

皆さんとお会いし、夜景も綺麗で来てよかったで

す。 

望月メン 

今日はサウスから 3人の方が来ていただいてあり

がとうございます。 

杉村メン 

人数少なくなったけれど、アットホームでほっと

する雰囲気で、本当に楽しかったです。 

仲川コメット 

毎月木曜日私が出ているので、子どもの面倒を皆

さんに見ていただいてありがとうございます。ま

だしばらくよろしくお願いします。 
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藤井メン 

今しゃべっていたものの母親です。ありがとうご

ざいます。今日横田さんからお電話もらいました。

お元気そうでした。 

丸尾メネット 

股関節の手術をしました。今日、歩いて来れまし

た。ありがとうございます。もっと早くすればよ

かったと思います。来年度メネット主査をするこ

とになりました。皆さんのご協力をいただきなが

ら頑張りたいと思います。 

田中メン 

心の目で窓の外を見て下さい。外に雪が津々と降

っています。バーチャルで雪を降らせました。こ

れで司会の役を終えたいと思います。ありがとう

ございました。 

大薮メネット 

普段ビンゴは絶対に当たらないのに。1位なんて

皆さんのおかげと夫のおかげと思います。 

 

 

初田メネット 

今日もありがとうございました。ビンゴ 2位でし

た。大薮さんにならって言わせてもらいます。主

人のおかげです。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

   １月役員会報告  

         記：宮本桂子 

日時：１２月７日 １９：００～２０：００ 

 出席者：畠平・田中・望月・丸尾・宮本 

《報告事項》 

１、 じゃがいも売上 

  現在集計中 

《議題》 

１， クリスマス例会参加人数について 

（役割分担は済）集計中 

２， 新年合同例会について 

クラブメンバーで結婚、誕生祝いと合同撮影

をする。 

３, 役員会選出について 

（選考委員会等手続きなど） 

  幹事会と現会長が選考委員をする 

    （畠平、丸尾、中野、岩坂） 

４， ２月ブリテン 

巻頭言：田中 

新年合同例会報告：畠平 

写真撮影：丸尾 

役員会報告：宮本 

サンホームニュース：杉村 

ＹＭＣＡニュース：切通 

その他：提案 リーダーにブリテンのスペー

スを提供する 

締め切り １月１９日 

５， 半年報についてなど、今後の予定確認 

半年報は会長が作成して確認を求める 

今後のプログラムの予定として・・４月２２

日らくらく登山 

６， 日程を再確認する 

１２月１４日（木）例会 

１２月２１日（木）ブリテン印刷 

１月１３日（木）新年合同例会 

１月１８日（木）役員会 

１月２５日（木）ブリテン印刷 
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  ＹＭＣＡ子供ひろばＮＥＷＳ  

東大阪地域リーダー会 松本 優(ゆず) 

11/24 25に子ども広場お泊まり会が行われました。

子どもたちの「お泊り会がしたい！」という願い

から、すべては始まりました。毎週水曜日の子ど

も広場で「お泊まり会計画表」に○時からご飯を

食べよう！○時には公園に行こう！とみんなで話

し合い計画を立てていました。そしてたくさんの

方々の協力のもと、当日を向かえることが出来ま

した。みんなでスーパーに行き材料を買って、カ

レーを作ったり、銭湯に行ったり、子どもたちは

本当にイキイキと楽しんでいました。帰り際には 

「つぎは夏休みに 2 泊 3 日したい！」といってい

ました。これからも子どもたちの願いをひとつひ

とつ叶えて、子ども広場がみんなにとって、居場

所と感じれるような場所になるように励んでいき

たいと思います。 

 

 ＹＭＣＡリーダーＮＥＷＳ  

切通なつみ 

12月 9日、サンホームのクリスマス会にリーダー

会も参加いたしました。 

「誰かを想う気持ちを形にしよう」をテーマにメ

ッセージカードのクラフトコーナー、子ども広場

のお友だちとリーダーによるクリスマスペープサ

ートを担当しました。 

クリスマス会をきっかけに、小さい子どもから、

お年寄り方が集まり、リーダーのクラフトコーナ

ーでもたくさんのつながりが生まれ、笑顔があふ

れていました。 

 

 

次回、リーダー会は 1月 15日 19時 15分〜 
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会員数（連絡主事を含む） 12 名 ゲスト・ヴィジター出席数 4 名 にこにこ献金 

広義会員・功労会員数 2 名 メネット・コメット出席数 9 名 前月迄 39,000円 

特別メネット 3 名 功労会員・広義会員出席数 2 名 12 月にこにこ献金 

12月例会出席者数（会員） 7 名 12月例会出席者総数 22 名 16，500 円 

メイクアップ 1 名 12 月 役員会出席者数 5 名 今期累計 

12 月の出席率 66.67% 12月例会充足率 183.33% 55，500 円 

HAPPY BIRTH DAY 

   1月 

２日  望月 強 

3日  田中 惟介 

5日  望月 治子 

8日  大藪 暢子 

14日  宮本 桂子 

24日  青野 亜希子 

 

 

WEDDING 

ANNIVERSARY 

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/ 

ＩＢＣ  ＤＢＣ    西日本区強調月間  1 月  

ＩＢＣ／ＤＢＣ 締結クラブとの交歓だけでなく、 

交流を深めて協動事業を検討しましょう。 

金澤市郎国際・交流事業主任 （京都クラブ） 
 

編集後記 
 
大晦日、年末とは、

こんなに忙しく慌た
だしいものとは思い
もよらなかった。 
 この忙しいさなか
に、原稿・写真提出を
無理強いして、なんと
か編集にこぎ着けま
した。ご協力いただき
有り難うございまし
た。 
 岩坂先生のチェッ
ク無しに印刷します。
余裕の無いことを理
由に誤字脱字等有る
と思いますがご勘弁
を！ 

望月 強  

日
 程  

阪 河
内 ク
ラブ 

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
(19:0
0～) 
 1月
25 日
（木）
ブリ
テン
発送
（14:
00）    

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

