
巻頭言　　メネット会長　田中加代子 
夫が　ワイズに入会して　２７年。私が石切地区で発足したお母さ
んコーラスに入団して３８年の年月が流れました。３０年前は　バ
ブル経済の最盛期でした。その後バブルがはじけ長い不況の時代に
なりましたが、その間にインターネットや携帯電話が急速に普及し、
今の世間の様相になってきました。 
ふと回りを見渡すと　ご近所には高齢所帯が増え　近くのスーパー
へ行っても　顔見知りが随分減り、見知らぬ若い人が多くなってい
ます。 
この１０年　親の介護に係わっていましたのでワイズにはご無沙汰
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国際会長　Moon Sang -Bong 
　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」　Courage to challenges 
アジア太平洋地域会長　田中　博之 
　主題　　　　「アクション！」　Action! 
　スローガン　「誇りと喜びをもって」　With Pride and Pleasure 
西日本区理事　遠藤　通寛 
　主題　　　　「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　　　　「めぐり逢う一筋の光」　Seek Your Encounter with Ray of Light 
阪和部部長　横田憲子 
　主題　　　　「人とともに　喜びを」Share the joy of others! 
クラブ会長　田中　惟介 
　主題　　　　「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future 

２０１9年3月報　　  　　Vol. 521　3月7日発行 

【今月の聖句】【コリント信徒への第２の手紙４章１８節】 
「わたしたちは、見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であ
り、見えないものは永遠に続くのである。」ー見えないものを見ることの出来る心を磨きま
しょう。ー（選・解説　岩坂正雄） 



ばかりでしたが　夫が３回目の会長を務める事になり、余力もない中やむなくメネット会
長を引き受けました。皆様のお力添えを得て　例会にはできる限り出席しておりますが、
「寂しいなぁ。昔とは違うなぁ！」　皆さんはお元気だけれど　例会に活力が少ない　と
感じています。 
これは私の合唱団にも言えます。４０人もいた団員が　今は１２名。殆どが高齢者。みん
な　それぞれに頑張って楽しんではいますが、なかなか昔のように華やいだ空気にはなり
ません。 
ワイズと合唱　どちらも同じ悩みだなぁと感じるこの頃です。 

2月例会報告　　　田中惟介　　　　　 
日　時　2019年2月21日（木）　18：
30～20：30 
出席者　メン　　　佐古至弘・田中惟介・
丸尾欽造・宮本桂子・望月強・横田憲子・
杉村徹　メネット　　望月治子・大藪暢子 
ヴィジター　三木　求（和歌山）・今井利
子（なかのしま）・寺岡博也（サウス） 
リーダー　沖野千咲都（チー　リーダー副
会長）　　　　以上13名 
司会　横田憲子 
開会に先立ち、先日逝去された畠平雅生ワ
イズ（西クラブ）を思い黙祷。　（以下プ
ログラムに沿って記録する） 
「会長の時間」　次期役員を決める大切な
例会ではあるが、TOF例会でもあり出席者
が少ないとして　例会場を役員会室に変え
た。ヴィジターを加え13名の出席者で部
屋のキャパからみて一見　盛会のようにみ
えます。 
連絡事項として　①4/4のメネット交流会
登録依頼　②2/23の地域奉仕・環境事業
シンポの案内　③ＹＹＹフォーラムの案内　
④区大会登録の案内　がなされた。 
「次期役員信任投票」　丸尾役員選考委員
長は出席者と委任状の総数が10名となり
クラブ会則の規定の2/3以上を満たしてお
り本日の投票の有効性を宣言された。 
次期会長：丸尾欽造　副会長：望月強　書
記：横田憲子　会計：藤井敬子　と記され
た投票用紙が配られ、その場で開票し、全
員の信任を得られた。　信任された各役員

は全員の拍手で迎
えられ、決意を述
べた。 
「食事」　佐古Y's
の食前の祈祷に続
きパンとペットボト
ルのコーヒー・ジュー
ス・紅茶等を各自選
び、しばし歓談。 
「各アピール」　三
木求主査　新年合同例
会出席への感謝を述べ
られ、23日のシンポ
ジュームへの参加を要
請。 
寺岡博也さん　5/25　
14：00～鈴木璋三直
前部長を偲ぶ会の告知 
今井利子さん　5/11　
10：30～ファミリー
コンサートの案内　前
売り券￥2000－ 
沖野リーダー　23
～24　お泊り会
の案内と支援金
要請・感謝 
杉村主事　3/9　
2：00～3：30　
ボランティア交
流の時　開催案内 
「下半期の活動方針と将来構想」　例会の
残り時間が少ないため司会を交代して会長
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が進行を進めた。
まず会員の退会届
を公表し、全員の
意向を問うた。
チャーターメンバー
の重さを思い、考
え直してもらいた
い等の意見が出さ
れ、決は先へ延ば
された。らくらく
登山は去年の台風21
号の被害で登山道
が閉鎖され継続が

危ぶまれるが、商大高校生との繋がりも考
慮して代案を検討中である。下期の活動に
ついては部報第2号に私見を記しており　
評議会でも現状認識について議論されたが、
銘々が課題解決に　真剣に取り組むべき時
だと思い　この時間を取った。 
部長輪番制において和歌山クラブが抜けた
ことで（まだ審議継続中で確定ではないが）
5年後に河内クラブに回ってくる。現況で
は（あくまで今のままでは）辞退せざるを
得ないと思う。本当にこれで良いのか？早
急にヴィジョンを掲げ行動に移さねばなら
ない。強力なリーダーシップと協同を求め
る。 
悲観するばかりではない。将来構想の一環
の中で阪和部内にユースクラブ設立しよう
という希望に満ちた動きもあることを伝え
ておく 
「結婚誕生祝」　1・2月分合わせて8名に
誕生祝を、1組に結婚記念祝いが贈られた 
「ニコニコアワー」　別掲　　献金は￥
21,600でした。 

ニコニコ語録　テープ起こし　杉村徹 

田中さん：正月以来寒さがきつくて炬燵に
籠っていまして、自称、「こたつむり」

（笑）を名乗っています。すると、足腰が
弱って歩けなくなりそうです。ふと…、こ
れクラブの状況と同じと。打開するにはモ
チベーションが大切。だから9月には涸沢
に登ることを決意しました！本当にそうな
るか分かりませんが…（笑） 
三木さん：明後日です。地域奉仕・環境事
業シンポジウムよろしく！ 
寺岡さん：サウスも他人事でなく、自分事
で頑張らないとと思いました。田中会長の
顔を見れて良かったです。 
今井さん：良いお勉強になりました。新し
いお話も聞けて良かったです。 
ちいリーダー：今日
はありがとうござい
ました。 
宮本さん：この冬は
とにかく寒いのか、
熱がよく出て。評議
会の日も熱が出て（←それ知恵熱や！
笑）…。もう少し暖かくなれば。 
横田さん：森ノ宮の駅の近くにお宮さんが
あるんです。「（スミマセン・前段省略）
青年からは目を話して心を離すな」と…。
名文だと思いました。 
佐古さん：チャーターメンバーとは何かな
と考えることがあります。頑張っていきた
いと思います。 
丸尾さん：人それぞれに考え方や哲学があ
ります。建前の上に本音があると思います。
3月9日の感謝の集いについては、カメラ
奉仕できないんですけど、3月は土佐堀Ｙ
ＭＣＡの催しでも撮影係をします。喜んで
頑張ります。 
望月さん：本当にお腹が空きました。チョ
コレートを少し食べて、今から泳ぎに行き
ます。溺れんように… 
大藪さん：今日は楽しい時間をありがとう
ございました。1月で73歳になりました。
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お誘いは拒まずと、
土日、肩で息をしな
がら頑張って遊んで
ます！ 

望月メネット：メネット交流会、よろしく
お願いいたします。 
杉村さん：今日はありがとうございます。
リーダーと一緒にワイズの方といろいろな
お話ができて、とても充実した楽しい時間
でした。 

地域奉仕・環境事業シンポジューム報告 
　　　　　　　　　　　　　　田中惟介　　 
2月23日（土）　14：00～16：30　南
YMCAライブラリーで30名の列席で開催
された。 
河内クラブからは　横田憲子・望月強・田
中惟介・丸尾欽造・丸尾初子・望月治子の
6名が参席した。 
三木求主査の司会で進められ、基調講演と
して京都部部長　川上孝司氏は5人にまで
会員減少したクラブがその後60人位まで
回復し‘80～’83に3クラブを生み出すまで
になった原動力を伝え、ワイズの交わりの
すばらしさを述べられた。CSの例として
RBCに関わった事情をパワーポイントを
使い解説された。続いて倉　卓也事業主任
が資金の使途について解説された。休憩の
後各クラブのCSに関わる実情を発表が有っ
た。我がクラブとしてはバイオマス発電の
事業者からの卓話を聞く例会、20年以上
続くらくらく車椅子登山の現況、障碍者作
品展をブラッシュアップして部活動の主柱
にし、継続、こども広場のリーダー支援等
を述べた。　4：50に閉会。場所を移して
交流会が持たれたが私は欠席したのでその
様子はお伝え出来ない。 

第４４期第8回役員会報告　書記大藪暢子 
２０１９年２月２８日（木） ＹＭＣＡサンホーム・
19：00～2０：３0 

日本区強調月間　　３月　JWF 
出席者　田中・大藪・丸尾・畠平・宮本・横田・
望月・杉村・田中（加） 
３月例会　3月21日（木）メネット例会 
ベンガラ染め体験　指導畠平明子メネット 
例会役割分担　 
司 会丸尾初子君　　　 聖句朗読　初田眞佐子君　　
食事手配　望月強君　食前感謝 杉村徹君　ニコニ
コ 当日指名　　受 付 会計 藤井 君　　　音楽担当・
会計兼任 
４月号ブリテン原稿　 
３月例会報告　宮本桂子君　　にこにこテープ起稿　 
杉村徹君　役員会報告　大藪暢子君　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 杉村　徹君 
原稿最終締切は3月29日です 厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．3月例会について　　当日役割分担　上述　準
備分担　島（5か所）に用いる壁紙＝藤井敬子君に
依頼　食事＝ひな祭りらしい内容で・・・望月強
君　出席者は25名位を想定する。 
2、4月例会日　4/21（日） 
らくらく車椅子登山の場を花博会場に変更し実施
する。登録受付・弁当等の詳細は実行委員会を経
て決定する。雨天の場合の想定も同様 
《報告事項》 
１、地域奉仕・環境事業シンポジューム報告　ブ
リテンに掲載 
2、　評議会報告　役員会出席者全員が評議会に出
ていたため省略 
《連絡事項》 
１、3/7　14：00～ブリテン2月報　発送作業 
２、3/9～10　西日本区　会長・主査研修会 
３、3/23　YYYフォーラム　14：00～16：30　
南Y　田中・望月・丸尾・望月メネット　登録 
4、らくらく車椅子登山　実施について　上述 
5、障碍者作品展の収支報告がなされた。剰余金は
クラブ会計に入金する 
6、クラブ研修会は5月中・下旬に行いたい。ワイ
ズ・Yスタッフ・リーダーとの親睦を兼ねた交流会
とする 
7、卒Yリーダー（3名）に記念品を贈る。買い物
担当は藤井会計にお願いする。 
8、杉村君よりこども広場への寄金にお礼を述べら
れた 
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YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
お泊まり会実施に向けて、リーダーたちが
一生懸命準備を行いました。 
今回のお泊まり会の準備を中心として進め
ていた松下さん(れもんリーダー)のコメン
トです。 
『お泊まり会を開催させていただいて、あ
りがとうございました、こども広場でしか
会えないお友だちとの関わりをもっと増や
し、お互いが大切だと思えるような関係に
なってほしい、みんなで喜びを共有する経
験を通して一人ひとりのすてきなところに
気づいてほしい、という想いを込め、今回
のお泊まり会を創っていきました。去年の
お泊まり会とは違って、キャンプ場に行っ
て活動するという初めての試みで、先が見
えないこともありましたが、何よりも、子
ども広場のお友だちと一緒にキャンプを創
ることができたこと、「お泊まり会をした
い」というお友だちの願いを叶えることが
でき、当日もたくさんの笑顔を見ることが
できたことに本当に嬉しく思います。 
これからも、お友だちの想いを大切に、活
動を続けていけたらと思います。』 

東大阪地域リーダー会     松下 奈央 
次回、リーダー会は3月20日10時～です。

サンホームニュース　杉村徹 
2月23日（土）、24日（日）にサンホー
ムにてお泊り会を開催しました。 
お泊り会は昨年度から始まり、特養施設に
お泊りをするという普段なかなか経験でき
ない貴重な体験です。 
1日目はアクトランド八尾で野外料理。何
を買うかみんなで相談し、また火を扱うこ
とも珍しく、協力して作ったカレーや焼き
芋はもちろん抜群のお味！ 
夜は、「懐かしの銭湯体験！」をした後、
サンホーム6階で空き缶にみんなで穴をあ
けてろうそくを入れた、キャンドルファイ
ヤー。 
真っ暗な部屋に輝くキャンドル
に「ウワッ！すごい！」と歓声
があがりました。 
2日目は特養ご入居者と過ごし、
折り紙飛行機を飛ばし合ったり、
お話をみんなでお聞きする貴重な時間でし
た。 
子どもたちからは、「もっと遊びたい！！」
「またお泊りしたい！！」との声があがり
ました。 
実は今回、ボランティアリーダーとスタッ
フの間で少し行き違いがあり、開催が決定
したのはなんと一週間前。 
結局、開催すると決定した大きな理由は、
リーダーの一生懸命な思いと行動でした。 
このプログラム、「本当に大切にしなけれ
ばならないな」と、そんな風に思っていま
す。 
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第４4期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:田中惟介　副会長:丸尾欽三　書 記:・大藪暢子　会 計:藤井敬子 
メネット会：田中加代子　直前会長:畠平剛志　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/

HAPPY BIRTH DAY  
３月 2 日 藤井 敬子 さん  
１６日 佐古 至弘 君  
２９日 岩坂 正雄 君  
WEDDING ANNIVERSARY  
３０日 田中惟介・加代子 夫妻

★西日本区強調月間　JWF★ 
ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられて
います。個人やクラブの記念に合わせて
献金をお願いします！ 
西野 陽一　ＪＷＦ管理委員長(大阪高槻ク
ラブ)

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

内　広義会員・功労会員数 2名 メネット・コメット出席数 2名 今月献金

特別メネット 3名 功労会員・広義会員出席数 1名 0

6月例会出席者（会員） 6名 1月例会出席者総数 4名 今期累計

メイクアップ 1名 1月役員会出席者数 7名 94,460

2月の出席率 58％ 1月延べ出席者数 11名 （円）

編集後記　畠平剛志 
先日の父の会葬には多くのワイズ
メンにおいでいただき、ありがと
うございました。父も喜んでいる
と思います。バタバタで阪和部活動
やブリテン編集など色々お助けい
ただき、クラブ各位には感謝です！

３月例会プログラム 
3月21日（木）JWF 
１８：３０～２０：３０ 
メネット例会 

司会　　　　丸尾初子君 
開会点鐘　　 田中メネット会長 
メネットソング　 一同 
ゲスト・ビジター紹介司会者 
会長の時間　　 田中会長 
聖句朗読　　　初田眞佐子メネット 
食前感謝　　　杉村徹君 
　食事・歓談 
　インフォメーション 
　“ベンガラ染め体験” 
結婚・誕生祝い 
ニコニコ 
YMCAの歌 
閉会点鐘　丸尾副会長

2月メネット例会 
ベンガラ染め体験 

今回のメネット例会ではベンガラ染体験
でビー玉絞りハンカチの染を体験してい
ただきます。ベンガラ染とは古来からの
泥由来染料で、下染した布に揉み込んで
染め上げます。 
多少汚れても構わない格好か、できれば
エプロンなどをお持ちください！

http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga
http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga

