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主題

「私たちは変えられる」Yes we can change

スローガン「挑戦への勇気」
アジア太平洋地域会長

田中

Courage to challenges
博之

主題

「アクション！」

スローガン

「誇りと喜びをもって」

西日本区理事
主題

遠藤

Action!
With Pride and Pleasure

通寛

「未来に残すべきものを守り育てる」

Let's Protect Cultivate

What Should Be Passed on to the Future
副題
阪和部部長
主題
クラブ会長
主題

「めぐり逢う一筋の光」

Seek Your Encounter with Ray of Light

横田憲子
「人とともに
田中

喜びを」Share the joy of others!

惟介

「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future

【今月の聖句】【コリントの信徒への手紙5章17節】
「古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。」ー過去・現在・未来を認識して生きた歴史
となりますー（選・解説 岩坂正雄）

巻頭言「新年明けましておめでとうございます」

田中惟介

新年明けましておめでとうございます。
私事ですが、3日で満75歳になり 後期高齢者の仲間入り
しました。
仲間入りと言えば ワイズの仲間になって １月で25年が
過ぎました。
工場経営だけでは経験できなかった種々の機会を得られ
たことは 私にとってとても素晴らしいことです。ここでの
出会いと実践は何物にも代えがたく、なかでも祝会や合同
例会の企画などで 自分の中の発想・企画のスキルを見出せ
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たこと、大勢の前で臆することなく話せるようになったこと、楽しく読んでいただくため
のブリテン編集、何より 他人を楽しませるよろこびの発見等々言い尽くせません。
そして今思うことは この体験を 後に続く人たちに伝えたいということ。
クラブの特徴をブランドとし外部へ発信出来るようにすること。YMCAとの関係や奉仕活
動と 離れたところで得られる喜びがあることを多くの人に知ってもらい体験できる場を
提供し続けることもクラブの存在理由として挙げてもいいのではないでしょうかねぇ。

西可奈子・稲田恭子・
堂本隆子・宮西知華・
北野瑞季・永井
・以上参加者３４名

例会報告
横田憲子
日時:2018年12月20日(木)18:30〜20:30
場所：サンホーム６階
出席者：メン９名 田中惟介・藤井敬子・
望月 強・岩坂正雄・佐古至弘・杉村徹・
丸尾欽造・宮本桂子・横田憲子 メネット
６名 田中加代子・丸尾初子・望月治子・
大藪暢子・初田眞佐子・佐古優利子 コメッ
ト１名仲川享子 マゴメット１名仲川ひま
り サポーター１名 小川和恵 ビジター
１名今井利子 ＹＭＣＡリーダー４名 け
んぴリーダー・むうリーダー・ぷりんリー
ダー・そいリー
ダー ゲスト
１１名 西谷
恵利子・伊藤
鉄也・山口恭
平・吉田絵理・
下村崇史・大

田中会長の開会点鐘で
始まったクリスマス特
別例会は西谷恵利子さ
んのピアノ伴奏による“み
んなで歌おう、クリス
マスソング“とサンホー
ム食生活の堂本さん達
によるデザートをメイ
ンにスタッフ・リーダ
とワイズが顔を合わせ
楽しんでいただくＹＹ
Ｙフォーラムの実践を
田中会長がされた。
まず最初はクリスマ
スメッセージを岩坂正
雄メンにしていただきま
した。１７００年以前にト
ルコのニケアで宗教会議を
するため招集された聖ニコ
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ラス司祭は弱者のための活動を行われる偉
大な司祭で、それにより地中海沿岸にニコ
ラスに因んだ名前の教会が２００位存在す
ることで証明されていること。そしてセン
トニコラウスをもじってサンタクロースに
なったことを話された。キリスト誕生に関
して新約聖書ルカによる福音書の２章に「い
と高き所には、栄光、神にあれ、地には平
和、御心に適う人にあれ。」と天使たちが
羊飼いに人類にとって救い主がお生まれに
なると言われた言葉が載せられていること。
そして１２月２５日は中国では冬至のお祭
りであることからそれを記念して宗教会議
においてセントニコラスの日と決められた
そうです。
次の田中会長の時間では、ワイズとして
活動プログラムとしてプールの監視や模擬
店など地道な活動を忙しくやった４５年前
と比べ弱体化したワイズの今はその活動拠
点の上に建設されたサンホームのスタッフ・
リーダーとワイズがともに協力会員の入会
者が増え、ワイズ会員の増員ができるスター
トにするべきクリスマス例会として、顔を
合わせお互いを知ることになる意義ある大
切な時間であることを述べられた。
いよいよ西谷恵利子さんのピアノ演奏｢白
い恋人｣で始まりました。“赤鼻のトナカ
イ”もろびとこぞりて“ジングルベル”等クリ
スマスソングを歌うのですが、アレ?“トロ
イカ”では世代の違いで歌声がなかった。

音楽の教科書になかっ
たのですね。リーダー
の皆さんの歌とスタッ
フのみなさの歌から
いきなり、「ラ・クン
パルシータ」が流れ田中会長夫妻が威勢よ
く踊られ、私たちはハラハ
ラドキドキいたしました。
会長がまだまだお若いと
いうことなのでしょうね。
いよいよ食事ですが、
ケータリングの食事を畠
平剛志メンが
一人で買出し
に行ってくだ
さり、ご出席
の方々には知
られたくない
ほどお安いのでお味
はというと、大きな
七面鳥ならぬ鳥の丸
焼が見事で美味しかっ
たです。でも若い方
には料理を見たとた
んお店の名前を言わ
れました。購入に際
して畠平メンに
はお世話おかけ
したにもかかわ
らず、御母堂共々
お父様の病状が
よくなくて欠席
だったことがと
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ても気がかりでした。 さて１つの楽しみ
である食生活のデザートはやはり凝りに凝っ
た、見事な見た目もお味もクリスマス例会
にふさわしい華を咲かせていただきました。
ただただたくさんの御顔の違うサンタクロー
スが、丁寧に描かれたシュークリームにこ
ちらまでほほえましく笑ってしまいました。
いつもながらの取り組みに感心いたしまし
た。そのデザートを頂きながら、ビッグイ
ベントなる抽選が始まりました。藤井敬子
メンアレンジによるくじ引きの商品は美し
いクリスマス包装で皆をビックリさせ、い
ろいろな商品があり楽しませていただきま
した。
最後は結婚・誕生日のお祝いがあり、ニコ
ニコ献金は自ら喋りたい方優先で行われま
した。ＹＭＣＡの歌も西谷恵利子さんの伴
奏で歌い、副会長の閉会点鐘で静かにクリ
スマス例会を終えました。皆様後片付けま
で一緒にしていただき誠に有難うございま
した。特に６階の床に掃除機をかけて下さ
る姿を見つつ申し訳なく先に失礼いたしま
した。
にこにこ語録
テープ起こし杉村徹
山口スタッフ：楽しい時間ありがとうござ
いました！
稲田スタッフ：今日はいろいろな方と交流
させていただいてとても楽しかったです、
ありがとうございました。
けんぴリーダー：今日はたくさんのごちそ
うと素敵な商品と楽しい会に呼んでいただ
いてありがとうございました。
岩坂さん：クリスマスおめでとうございま
す！
丸尾メネット：毎月このような会をしてい
ます。一人でも今日来られた方に来ていた
だきたいです。
今井さん：大勢で楽しかったです。メリー
クリスマス！

佐古さん：小阪教会でサ
ンホームの方々お祝いで
きて楽しかったです。ま
だ2つ3つクリスマス会が
あります。頑張り
ます。
大薮さん：今日は
二人で司会のはず
が、藤井さんは物
販とか会計で忙し
かった。今日はメリー
クリスマスだけれど、
大変でした（笑）
藤井さん：大薮さ
ん、すみません。お
願いがありますっ！一度にたくさんの役を
当てないでください（笑）
田中さん：大薮さん、後ろ向いて！ほら、
天使の羽がついています。悪魔の使いだそ
うで（笑）私が悪魔…（笑）

第４４期第７回役員会報告 書記大藪暢子
２０１８年１２月１３日（木） ＹＭＣＡ
サンホーム・19：00〜2０：３0
日本区強調月間EMC―E・YES
出席予定者 田中・藤井・大藪・丸尾・宮
本・横田・望月・佐古
１ 月例会 1月14日（月） 新年合同例会
ホテルグランビア和歌山
受付11：30 12：00〜15：00 登録
12/25までにクラブでまとめて申し込み
参加費 ￥9000−
Xʼs例会 １２月２０日（木）
例会役割分担 再確認
司 会 藤井・大藪君
聖句朗読初田メ
ネット
食事手配 畠平君 食前感謝
杉村君
ページ 4

ニコニコ 当日指名 受 付 会計 藤井 君
Xʼsメッセージ 岩坂君
１月号ブリテン原稿 再確認
１２月例会報告 横田君
にこにこテー
プ起稿 杉村君 役員会報告 大藪君
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 田中惟介君
原稿最終締切は12月22日です 厳守！！
審議事項・報告・連絡事項
《審議事項》
1．12月例会について
名札・領収書作成 望月・藤井
食材
購入 畠平 クロス手配 横田
お茶・
ビール・ジュース手配 田中 景品手配
藤井・丸尾・田中 写真 丸尾
会場設営・ピアノリハ 17：00〜
参加人数 約30名の見込み
2、1月例会 阪和部新年合同例会 1月14
日（火） 田中夫妻・望月夫妻・丸尾夫
妻・横田・宮本＋1名 計9名出席
3、その他
《報告事項》
１、次期役員選考委員会 経過報告
2、 退会申請 会長預かりとし早急に決
を出す。
3、サンホームクリスマス会 田中・丸尾
夫妻・藤井・望月・大藪・杉村 参加
《連絡事項》
１、12/27 14：00〜ブリテン１月報
発送作業
２、1/10 後期半年報
YMCAニュース
切通菜摘
12月8日（土）に行われたクリスマス会に
今年もリーダーもペープサートとクラフト
コーナーで参加いたしました。
ペープサートは昨年に引き続き、子ども広
場の子どもたちと一緒に行いました。多く
の方々に見守られたペープサートは子ども

たちも緊張しましたがやりがいを感じるも
のとなりました。
あたたかな雰囲気の中、お年寄りから小さ
い子どもたちまで世代を超えた人とのつな
がりは私たちにもあたたかな時間となりま
した。2018年も活動を見守ってくださり
ありがとうございました。こらからも東大
阪地域でリーダーたちの力が躍動する活動
を行っていきたいと思います。今年もよろ
しくお願いいたします。

サンホームニュース 杉村徹
明けましておめでとうございます！今年も
よろしくお願いいたします。
しかし…、この原稿を書いているのは12
月22日。クリスマス例会の余韻も冷めや
らず…。本当に楽しかったです。リーダー
もスタッフもワイズも一緒のクリスマス。
準備くださった皆様、ありがとうございま
した。そして！コストコへの買いだし、畠
平さん、ありがとうございます！
ＹＭＣＡサンホームは、ウエルネスリーダー
と共に子ども広場を運営して３年目となり、
青少年を育む働きは、間違いなくＹＭＣＡ
そのものです。その中でも社会福祉法人大
阪ＹＭＣＡは、0歳から100歳を超える方々
の「生きる」ことを支えています。大阪河
内ワイズメンズクラブの皆様の温かい見守
りの中で、今年も「寄り添う」ことを大切
に歩んで参ります。
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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
WEDDING ANNIVERSARY
該当者はおられません

★西日本区強調月間 IBC DBC★
交流はワイズの醍醐味です。お見合いボ
ードも利用していただき、様々な出会
い、交流を楽しみましょう。
中井 信一 国際・交流事業主任（奈良
クラブ）

会員数（連絡主事を含む）

ゲスト・ヴィジター出席数

18名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

7名

今月献金

特別メネット

3名

功労会員・広義会員出席数

２名

12,600

12月例会出席者（会員）

36名

今期累計

8名

94,460

44名

（円）

内

編集後記 畠平剛志
皆様、あけましておめでとうご
ざいます。
クリスマス例会には（風邪と申
しましたが）前日食い意地を張
りすぎて食あたりを起こして残
念ながら欠席で、丸尾さんから
送られてくる楽しそうな写真を
見ながら悔しい思いをしており
ます（笑）
今号は色々とスケジュールの都
合上ギリギリで、皆様には原稿
依頼など色々とご迷惑ご苦労を
おかけしまして申し訳ありませ
んでした！特に聖句解説の岩坂
さんにはご迷惑をおかけしまし
た。本年も色々とあるかと思い
ますが、あと半分、ブリテン編
集、定時発行を目指してがんば
りますので、皆様ご協力のほど、
よろしくお願いいたします。
ときにワイズ年度途中で元号変
わるはずですが、何になるんで
しょうね？

広義会員・功労会員数

7名

11月例会出席者総数

メイクアップ

1名

11月役員会出席者数

９月の出席率

66％

11月延べ出席者数

躍動する新年のスタートは

和歌山から!

ワイズメンズクラブ国際協会
第 30 回 阪和部新年合同例会
日

時

2019 年 1 月 14 日(月・祝)
受付 11:30～

場

所

開演 12:00～15:00

「ホテル グランヴィア和歌山」(JR 和歌山駅隣)
和歌山市友田町 5-18

電話 073-425-7711

会 費
メン・メネット共 9,000 円
お申込み等 12 月 25 日(火)まで クラブ取りまとめ
吉田絹恵へ TEL・FAX073-451-8107
メール kinu@jcom.zaq.ne.jp
振込先 ゆうちょ銀行
総合口座１４７２０－１５４２５６８１
名
義 吉田絹恵

主なプログラム
第 1 部 新年合同例会 セレモニー
新入会員・出席者・出席クラブの紹介等
第２部 祝会「人と共に喜びを！」
和歌山が誇るエンターティンメント

シンガー ＴＯＮＰＥＩ⇨
一年の運勢を占う 豪華景品
新春大抽選会等

ホストクラブ 和歌山クラブ
会長 東 正美
実行委員長 濱口洋一

第４4期
会 長:田中惟介

１2名

ク

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

ラ

ブ

役

員

書 記:・大藪暢子

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子

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
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