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題】

『選択と集中』 Selection and Concentration
畠平剛志 会長
「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”

クラブ主題
阪和部主題

ペトロの第一の手紙 1 章 24 節
（選・解説 岩坂正雄）
「人は皆草のようで、その華やかさはすべて、草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。
しかし主の言葉は永遠に変わることがない。」
――空しい私欲に走らず、真実を求める心を大切にしましょう。

【今月の聖句】

それはさておき、会報の巻頭言らしく 当ク
ラブの展望に思いをはせる。
私は、この１０余年の間クラブのあり様を思い、
種々の方策や指針を述べてきた。月(真理)を指
す指先を見て欲しいと （得た機会ごとに）お
願いした。繰り返し、繰り返し・・・・
のどかに川下りのツアーを楽しんでいる時
にはほとんど伝わらなかったのかも知れない。
１０年経って流速が加速度的に増してきた今、
ようやくあの頃に言っていたことが実感され
始め共感の声が聞こえてきたようだ。 だが、
私はもう、歌わない、叫ばない。従容として流
れにまかせようと思っている。担ぎ出されるよ
うなことはもう無いと思うから、何かを始める
人にもならない。今は 衆智を集め変革の舵を
取る者いでよ、と期待しつつ 穏やかな傍観者
でいたい。そして心躍る事態になれば、その時
が来れば 埋もれ火をかき立て 又 微力を
尽くそうとは思う。
（※タイトルは 変革の為に何をなすべき
かの ヒントのつもりです）

巻頭言
「誰にも 別れの歌を歌わせるな」
田中惟介
ヒンドゥー教では 人の一生を 学生期、家
住期、林住期、遊行期の４期に分けている。
それによると今、
私 は 林住 期か
ら 遊行 期に 移る
時期に居る。しか
る に人 の世 のし
がらみと、雑事に
振 り回 され てい
る 現状 は 耐え
が たく 気を 滅入
らせる。些細な事
で、さほど難題で
も ない が浪 費す
る時間が惜しい。
（以上 近況報告）
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阪和部新年合同例会報告

アトラクションは「なつかしの大道芸」という
ことで、傘回しに皿回し、それに南京玉すだれ

記録 畠平 剛志
平成 30 年 1 月 13 日（土曜日）
シティプラザ大阪
ホストクラブ：大阪泉北クラブ
参加者 12 名：メン 杉村、望月、畠平、田中、
佐古、丸尾、宮本
メネット 大藪、丸尾、望月、初田
ビジター 宮本ヘルパー
第 29 回阪和部
新年合同例会
が 1 月 13 日に
実施されまし
た。折からの寒
波襲来で各地
で突然の豪雪
による列車や
高速道路の立
年頭の御挨拶 鈴木部長
ち往生が伝え
られていまし
たが、週末は快晴で交通機関の乱れもありませ
んでした。世間ではセンター試験が行われてい
ましたが、受験生とその家族もホッとしたとこ
ろでしょう。
阪和部新年
合同例会も
120 名を超
える大盛況
でした。
「で
きるだけ多
くの方々と
交流して欲
しい」という
大道芸集団「いけどん」
ホストクラ
ブ大阪泉北
クラブのは
からいで、12 名参加の
河内メンバーもあちこ
ちのテーブルに別れ、
他クラブメンバーとの
交流を楽しみました。
鏡抜きでの乾杯の後の

新年

華やかな会場風景

を楽しみました。
「なつかしの」とタイトルさ
れていましたが、わたしは南京玉すだれの芸を
直に見るのははじめてで、おめでたい口上も心

大野西日本区理事ギターを抱えて

楽しく、お正月らしい華やかな気持ちにさせて
いただきました。
その後も大野理事による歌声タイムなどあり、
賑やかで楽しい、新年合同例会らしい例会だっ
たと思います。

ホストクラブ大阪泉北

山田会長

感謝

さて、今回は新年合同例会を大阪河内クラブの
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例会としたため、合同例会終了後、会場外で誕
生結婚祝いをお渡しさせていただきました。
1 月は 2 日望月強メン、3 日田中 惟介メン、
5 日 望月 治子メネット、8 日大藪 暢子メネッ
ト、14 日宮本 桂子メン、24 日 青野
亜希子メネットと 6 名もの誕生月であり、その
うち 5 名の方が参加されていたので誕生祝いを
お渡しして「ハッピバースデイ」を歌ってお祝
いすることが出来ました。重ねておめでとうご
ざいます！
末筆となりましたが、新年合同例会に参加され
た皆様方、残念ながら都合つかず参加されなか
った皆様におかれましても、あけましておめで
とうございます！本年もよろしくお願いいた
します。

出席者：畠平・望月・杉村・宮本
《報告事項》
１、 新年合同例会会計
現在集計中
《議題》
１， ２月 TOFF 例会について・・・A 班
（ワールドカフェ、役員選出）
お茶、お茶菓子用意：藤井
備品準備：畠平
選挙準備：宮本
受付・会計：望月・藤井
司会：畠平
開会点鐘：畠平
ワイズソング：一同
ゲスト、ビジター紹介：司会
会長の時間：畠平
聖句朗読：岩坂
役員選挙：丸尾
ワールドカフェ：畠平
テーマは当日発表

１１月役員会報告
記：宮本桂子
日時：１月１８日 １９：００～２０：００
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インフォメーション
誕生、結婚祝い：畠平
にこにこ：メネット当日指名
ワイズソング：一同
閉会点鐘：田中
２， ３月号ブリテン
巻頭言：望月
例会報告：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：第３回評議会の報告 畠平
締め切り ２月２３日
３， ３月メネット例会について
日程：３月１５日
テーマ：軽い体操で元気に暮らす
話と実技
ゲストスピーカー：畠平明子メネット

みなさん、
「Curves（カーブス）
」はご存知で
すか？「女性だけ」
、
「３０分間」
、
「健康体操教
室」を歌って、
今、急成長して
います。ホーム
ペ ー ジ に は
Curves の プ ロ

グラムが、介護予防に
いかに効果的であるか
の根拠が書かれていま
す。なかなかのもので
す…。
介護保険と介護予防、
これらはサンホームが
取り組む事業と同じで
す。法人格が違い、理
念も違うのでしょうが、
どうも介護保険施設には、
「野暮ったさ」と「の
んびり感」があるようです。せっかくの経験、
知識を根拠にまでブラッシュアップし、事業発
展につなげます。そして、どんなことが日々の
楽しみなのか、これからやってみたいことなど
を、高齢！？だけど高齢者じゃない！ワイズの
皆さんにもぜひお話をお聞きしたいと思って
います。よろしくお願いいたします。

４， その他
・来年度以降のらくらく登山について（継
続議題）
５， 今後の日程
３月３日（土）
：YYY フォーラム 後日案内
３月１０，１１日（土、日）：次期会長・
主査研修会
４月１９日（木）：通常例会（ゲストスピ
ーカー石田泰史氏）
４月２２日（日）
：らくらく登山

芦屋クラブ 20 周年に参加
記 望月 強
昔懐かしいクロードチアリさんが芦屋クラ
ブ 20 周年に生演奏で来るから参加してと、同
クラブ上野恭男さんに誘わ
れました。我が青春時代、
毎晩のようにラジオから
「夜霧の忍びあい」が流れ
ていた事を覚えていました。
懐かしく思い参加して参り
ました。
ギター演奏も素晴らしい
でしたが、スッカリ神戸人になり流暢な日本語

ＹＭＣＡサンホームニュース
記

杉村 徹
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で想い出と共に楽しいトークを聞く事が出来
ました。芦屋クラブの交友の深さと柏原桂子会
長のガンバリで 147 名ものワイズメンが集い楽
しい例会を味わいました。

右から、けんぴリーダー、むぅリーダー、あやぴリーダ
ー

東ＹＭＣＡリーダー会
記 切通 菜摘
2017 年は、子ども広場のお泊まり会をたくさん
の方々のお支えの元、実施することができまし
た。お泊まり会後、子ども広場のお友だちやリ
ーダーで次の取り組みに向けての話が何気な
い会話の中で生まれてきています。2018 年も小
さな「夢」や大きな「夢」へのステップアップ
を実現できるよう、活動していきたいと思いま
狭いながらも楽しい和室の会合

す。1 月 15 日の全体リーダー会で執行部選挙が
行われ、次期、東大阪地域リーダー会長、副会
長が決定いたしました。松原 由佳(けんぴ)が

次回リーダー会
2 月 19 日(月) 19:15〜

リーダー会長を、山口 彩華(あやぴ)、金谷 美
穂(むぅ)が副会長を担います。1 月より、新し
いチーム構成でのスタートとなります。今後も
よろしくお願いいたします。

メネット会のお知らせ
メネットの皆様 温かいお茶を飲みながら
3 月メネット例会の打合せと新年会を開きます。
是非 ご参加下さい。
日時 2 月 15 日（木） 午後 3 時
場所 喫茶「ルジャンドル」八戸ノ里店
近鉄 河内八戸ノ里駅 南側
（新装開店の喫茶店）
前、副会長のがちゃリーダーからみんなの想いが書かれ
た投票用紙が渡されました。
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HAPPY
12 日
27 日

BIRTH
畠平
丸尾

WEDDING

2月

DAY

剛志
欽造

２月

君
君

例会プログラム

ＴＯＦ

ANNIVERSARY

ＣＳ

ＦＦ

ＳＴＥＰ for Ａll

２月１５日 木曜日

３日 丸尾欽造・初子 夫妻

司

１５日 藤井敬子・中 夫妻

会

畠平剛志

開会点鐘

畠平剛志

ワイズソング

一 同

ゲスト、ビジター紹介 司 会
会長の時間

畠平剛志

聖句朗読

岩坂正雄

次期役員選挙

丸尾欽造

ワールドカフェ

畠平剛志

（テーマは当日発表）
インフォメーション

編集後記
始めてＷｏｒｄにフルページ書き込みま
した。Ｗｏｒｄに翻弄されながら、完成
望月強

ＴＯＦ

ＣＳ

ＦＦ

結婚・誕生祝い

畠平剛志

にこにこ

メネット

ワイズソング

一 同

（ＴＯＦ

食事はありません）

場所 ＹＭＣＡサンホーム６Ｆ

ＳＴＥＰ for Ａll
西日本区強調月間

2 月

各クラブ独自で行っている素晴らしいＣＳ事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。互いに
知り合うことでワイズ活動の活溌化を促進しましょう。各種献金は期限までにお願いします。
吉田由美 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしま）
会員数（連絡主事を含む）

12

名

ゲスト・ヴィジター出席数

1

名

広義会員・功労会員数

2

名

メネット・コメット出席数

4

名

特別メネット

3

名

功労会員・広義会員出席数

1

名

1 月にこにこ献金

1 月例会出席者数（会員）

6

名

1 月例会出席者総数

12

名

合同例会につき無

メイクアップ

1

名

1 月 役員会出席者数

4

名

今期累計

1 月の出席率

58.33%

1 月例会充足率

にこにこ献金

前月迄

100.00%

39,000 円

55，500 円

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

大阪河内クラブホームページアドレス
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TEL 06-6787-3733

http://kawachi-ys.org/

