
巻頭言　　連絡主事　杉村　徹 
いま、とさぼり保育園の事務所で巻頭言を記しています。昨年4月から
保育園も担当となりました。これまでの担当に加えて保育園もとなると、
「これは困ったな」という思いが先行します。役割や頼まれ事も「それ
は私の仕事？」「私はできません」「無理ですね」という言葉で、自分
の周りを溢れさせる日々となっていました。 
ある日、濱添園長先生から、「明日のお昼ご飯は子どもと一緒に食べよ
うか」と声をかけていただきました。「えー！園児とごはん！？」「何
をしゃべろうか」、「この人誰？とか言われたらどうしよう」等々、心
は不安でいっぱいです。そして当日。緊張はピーク 
に達する中、おひさま組とほし組の子どもたちのところへ…。 
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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 
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【今月の聖句】【コリント信徒への第二の手紙9章6節】惜しんでわずかしか種を蒔かない
者は、刈り入れもわずかで、惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入れも豊かなのです。ーボラン
ティア活動の奉仕の成果を表すことばですー（選・解説　岩坂正雄） 



「わぁ！先生、ここ座ってー！」「こっちやよぉ！」「先生、お茶のコップは？」 
「こっちは〇〇（名前）で前は△△、僕の名前は…」「先生何が好きなん？」etc…。 
子どもたちの大歓迎の心と言葉が、シャワーのように私に降り注ぎます。気がつけば子ど 
もたちと、本当に心から嬉しく楽しい時間を過ごしていました。 
そして、はたと気がつきました。全ては、整えてくださっていたのだと。相手を「受け 
入れる」という意味と、そのためには「環境を整えて待つ」という姿勢が、ＹＭＣＡとし 
て大切にしなければならない姿であることを、改めて気付かされました。 
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛 
しなさい。また隣人を自分のように愛しなさい」という聖書の言葉をかみしめて、これか 
らも歩みたいと思うのです。 

３月例会（メネット例会）報告　宮本桂子 
日時　２０１９年３月２１日（木・祝）１
８：００～２０：３０ 
出席者　メン　田中・丸尾・藤井・望月・
佐古・畠平・横田・宮本　メネット　田中・
大藪・丸尾・畠平・望月・初田・新本　コ
メット・マゴメット　仲川享子・仲川陽莉・
畠平虎太郎　ビジター　吉田芳子（サウ
ス）・神谷尚孝・神谷一恵（和歌山）・畠
平惠子（大阪西）・谷口和（教会神父）・
小川和恵（宮本ヘルパー）　　　　以上２
４名 
司会　　丸尾初子 
開会点鐘　田中メネット会長 
メネット例会ですから、メネットソングを
一同で斉唱した 
会長の時間　　田中会長 
卒Yへのお祝いをリーダー会にて贈呈した
報告、４月２１日　花博会場における車椅
子ウォークの案内があった 
聖句朗読　初田メネット 
食事　新本メネットの食前感謝に続きお雛
祭りらしいお赤飯のお弁当を頂きながら、
しばし歓談をした。 
インフォメーション　丸尾初子メネット主
査より４月４日のメネット交流会に４０名
を超える参加申込みがあったとの報告　　
吉田芳子メネットより４月＆５月に開催さ
れるサウス公開例会の案内 
ベンガラ染め体験講師　畠平明子メネット 

ベンガラ染めの説明・・
ベンガラとは土から
取れる成分で銅山を
開発している時に副
産物として出てきた
のが始まりで酸化第
２鉄。防腐の効果が
あるので、木造家屋
の下にベンガラ格子
として使われてきたが、
最近はあまり使われ
なくなった。そこで、
染め物として使えな
いか？ということで
染料が開発された。
本来ベンガラは鉄な
ので、赤しかない。
温度を変えて乳鉢で
細かくすることで現
在は２３色作る事が
出来ている。ただし、
元は鉄なので、青は
出来ていない。染料
は、泥+水+天然ゴム
で出来ており、天然
ゴムが入っているの
は、色あいが良くな
るからである。 
染の工程　　①糊落
とし（新品の場合）　
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②下染め・・発色を良くする　③本染め・・
じゃぶじゃぶとして染める④太陽に当て
る・・熱で色が定着する 
染の後　　①１回目・・手洗いで水洗いを
し（余分な泥を落とす）乾かす　②２回
目・・色が定着して色移りしなくなる（他
の物と洗濯可） 
説明後メネット、メン、ビジター等皆で実
践体験した。ビー玉を入れてゴムで縛った
ところが白く残り柄となる。２色染めから
５色染め、ゴム２段巻き、ジャバラなど各々
思い思いの工夫を凝らして染を楽しみ、素
晴らしい作品が沢山出来た。最後は、作品
を持って記念撮影をした。 
結婚、誕生祝い、ニコニコ、YMCAの歌
の後は、丸尾副会長の閉会点鐘で３月のメ
ネット例会は閉会した。 
ニコニコ献金額　　　　　17,000円 

ニコニコ語録　テープ起こし　杉村徹 
神谷メンさん：久しぶりにお顔を見れて嬉
しかったです。伊藤さんにもお会いしたい
と思います。 
神谷メネットさん：今日は楽しい例会でし
た。嬉しかったです。 
宮本さん：今日は初めてのべんがら染め、
本当に楽しかったです。手も染まっていま
す。私の手は繊維ですかね（笑） 
吉田さん：本当に楽しい楽しいべんがら染
め、子どもにかえったようでした。去年は
体操でした。来年も楽しみにしています。
サウスクラブの例会にぜひお越しください。
畠平お母さん：先日はお世話になりまし
た。いる人がいなくなったら家が広くなり
ました（笑）。ありがとうございます。 
横田さん：えーっと、孫が一人増えまし
た。ありがとうございます。 
望月メネットさん：先生、ありがとうござ
いました。今年も楽しく過ごしました。 

初田さん：楽しい
時間ありがとうご
ざいました。ニコ
ニコすみません…。

佐古さん：昨日体
調検査、来週は胃
カメラ。検査ばか
りで人生最後の検
査と思っています。

望月さん：私は花
粉症で困っていま
す。高野山に行っ
て来ました。杉だ
らけで。最近いい
薬ができまして、
良かったです。 
藤井さん：今年初
めて皆さんにお目
にかかって、親子
三人楽しく過ごし
ました。 
ひまりちゃんとお
母さん：今日の体
験楽しかったです。

畠平メネットさ
ん：今日はありが
とうございました！
（拍手）楽しんで
いただいて良かっ
たです。そろそろ
ネタが尽きますの
で（笑）、またし
こんできます（笑）

畠平さん：今日の
べんがら染め、河
内ワイズの結婚誕
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生祝にお渡ししてい
る物と同じです。ぜ
ひお使いください。 
丸尾さん：若い時は
純白やったハートも、
その時はすぐピンク
に染まりましたけど、
今は何色にも染まり
ません。どないかな
りませんか？（笑） 
田中さん：後期高齢
者になって、免許も
更新しました。最後
の道楽ということで、
車を買うことにしま
した。フェラーリを！
と思ったけれど、駐
車場に入らないぞと
言われあきらめまし
た。ちっこい車を買
いました。トヨタなん
ですけど。納車は連
休明けと。。。今日
は金婚式、あ！、言
うたらいかん（笑）。
結婚記念、ありがと
うございました。 
田中メネットさん：
和やかに染物ができ
ありがとうございま
した。メネット例会、
無事に終わることが
できてうれしく思っ
ています。 
丸尾メネットさん：
司会をしてるのか、
染めるのを一生懸命
なのか、さっぱり分
からなくなりました
が、本当にありがと

うございました。 
大藪さん：べんがら染めありがとうご
ざいました。自分では「立派な作品が
できた！」と思っています（笑）。花
粉症がひどくて薬を飲んでまだ眠たい
ですが、今日はありがとうございまし
た。 

第４４期第9回役員会報告書記大藪暢子 
２０１９年３月２８日（木） ＹＭＣＡ
サンホーム・19：00～2０：３0 
日本区強調月間　　4月　Yサ・ASF 
出席者　田中・大藪・丸尾・畠平・横
田・望月・丸尾メネット 
4月例会　4月21日（日）らくらく車椅
子ウオーク 
鶴見緑地　9：15　集合　パーゴラ広
場  天候不順の場合　7時に判断し、中
止の時はメール・FAX等で連絡する。 
５月号ブリテン原稿　 
4月例会報告　田中君　　　役員会報告　
大藪君　　Ｙニュース　（新年度配置
転換あり？）　サンホームニュース杉
村徹 君　巻頭言　　中西君　原稿最終
締切は4月23日です。役員会報告のみ26
日とする。厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．4月例会について　　当日役割分担　
受付・付き添い　悪天候の場合　代替
の例会は有りません。晴天を祈念して

ください。 
2、5月例会日　5/16（木） 
予定・内容　リーダー報告ないし新年度を
迎えての決意表明 
３、リーダー会　軽食差し入れの件　Yサ
予算で執行・担当　望月他出られる人が
用意する事 
4、その他　なし 
《報告事項》 
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YYYフォーラム報
告　3/23　56名
参加 
《連絡事項》 
１、4/4　メネッ

ト交流会　太閤園　淀川邸　11：00集合　
受付担当　当日会計は一人に集中する 
2、4/4　ブリテン4月報　発送作業　　　
メネット交流会場で手渡し＆他は郵送 
２、5月報の発送は5/7までに行う。（10
連休の関係で） 

YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
2018年度の活動の報告会を3月のリーダー
会で行いました。 
サッカー、野外活動、発達支援プログラム、
バスケットボール、子ども広場、地域活動
なとさまざまなところでリーダーが活躍い
たしました。 
  子どもたちのために、色々なことを考え
て関わった結果、自分自身の気づきや学び
に繋がり、自分自身の成長させられている。
と言うことを多くのリーダーが語っていま
した。 

  今後も、出会いに感謝しながらともに歩
んでいけたらと思います。 

サンホームニュース　 
3月27日に今年度のＹＭＣＡ子ども広

場が終了いたしました。 
小学校を卒業する子どもたち同様に、

ＹＭＣＡ子ども広場に携わったボランティ
アリーダーの3名（山口彩華さん、金谷美
穂さん、松原由佳さん）も、最後の活動の
日を迎えました。 
私たちにたくさんのことを気づかせて

くれたボランティアリーダーは、子どもた
ちに寄り添い、子どもたちと共に歩んでま
いりました。さびしい思いもありますが、
一人ひとりの新たな一歩
が、希望に満ち溢れた
ものとなり、自分を信
じて、ＹＭＣＡで学び
育まれた経験を社会で
も発揮し、活躍される
ことを心より願ってい
ます。 
ご卒業、おめでとう

ございます。そして、
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これまでのお働きに心から感謝いたします。

(YMCAサンホーム施設長　宮原学) 
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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  
4 月 2 日 丸尾 初子 さん  
WEDDING ANNIVERSARY  
１０日 杉村 徹・由香 夫妻  
２３日 畠平剛志・明子 夫妻

★YMCAサービスASF★ 
メンバー１人ひとりがYMCAの新しいブ

ランドコンセプトを理解し、YMCAサー

ビス・ユース事業に積極参加すれば、あ

なたのクラブも「よくなっていく」こと

でしょう。人見晃弘　Ｙサ・ユース事業

主任（大阪泉北クラブ） 

会員数（連絡主事を含む） １2名 ゲスト・ヴィジター出席数 6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 3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 17,000

3月例会出席者（会員） 7名 2月例会出席者総数 13名 今期累計

メイクアップ 0名 2月役員会出席者数 9名 133,060

3月の出席率 58％ 2月延べ出席者数 22名 （円）

編集後記　畠平剛志 
さきほど新元号の「令和」が発表さ
れました（今日エイプリルフールな
んですけど、私、騙されてないです
よね？）。私を含めて河内ワイズの
皆様は全員、昭和平成令和と３つの
時代を生きることになると思うと、
なかなかに感慨深いです。次号は令
和の時代最初のブリテンになります
ね、、、。 

4月例会　4月21日（日） 
らくらく車椅子ウオーク 
鶴見緑地　9：15　集合　パーゴラ広場 

【謝辞】 
ブリテン発送用に増石さんより切手をご
寄贈いただきました、活用させていただ
きます、ありがとうございました。 

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

