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題】

クラブ主題
『選択と集中』 Selection and Concentration
阪和部主題
「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき
西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」

畠平剛志 会長
飯沼 眞 部長
高瀬稔彦 理事

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.”

スローガン
「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man”
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
岡野泰和 地域会長
スローガン
“One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ
国 際 主 題 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう
Poul V. Thomsen 国際会長
スローガン “Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション
【今月の聖句】 テサロニケの信徒への手紙 ５章１５節

（選・解説

岩坂正雄）

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい」
―喜びを見つけること、謙虚に祈ること、素直に感謝すること、
作家の曽野綾子さんは、これを幸福の３つの鍵と言っています―

「巻頭言」

自然とのふれあい
中野 義彦
先日、淀川河川敷の十三干潟についての、講演と現地で
の観察会に参加する機会を得た。
淀川は、瀬田川、宇治川、木津川、猪名川が合流し、流失土
砂の為、航路確保、水制工との戦いで、明治時代より改良
工事が行われ、毛馬洗堰、毛馬閘門の建設が近年までに行
われ、右岸に魚道を持った。
淀川大堰により、大半の水は大川(旧淀川)に流れ、毛馬閘門により船
舶の航行も容易になった。大阪北より数キロの十三干潟は世界の大都市
ロンドン、パリ、ニューヨークにも川がありますが、淀川の様に自然豊かな
川を擁するのは大阪市だけで、広大な葭原に立つと鳥類、魚類、そして、
その向こうに見える超高層ビル群という不思議な景色が目に入ります。
干潟には絶滅危惧種になっている、大きなハサミを白扇を振っている
ように見えるハクセンシオマネキを始め、多くの生き物（ゴカイの仲間、貝
類、甲殻類、汽水域だけに生息する泥フジツボ）が生息しています。投網
を打たれると、ボラ、ハゼ、コイ、アユ、ウナギ等を得ました。
人が汚した川を、人が浄化を意識し実行する事により、自然の浄化作
用を促すことによる、回復力はすさまじく浄化作用が進んでいます。多く
の生き物を育み、人は生き物を通し自然の働きや不思議を感じているの
です、自然とは本当に素晴らしいですね。

９月例会プログラム
9 月 29 日（日）サンホーム 6Ｆ
① 17：30～18：00
司会
田中惟介君
開会点鐘
畠平会長
ワイズソング斉唱
一
同
聖句朗読
佐古至弘君
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
誕生・結婚祝い
畠平会長
②18：00～19：30
リーダー報告会
会長 メッセージ
この夏のリーダー活動報告を聴き、
その後、慰労会に移る
③19：30～20：30
食前感謝
佐古至弘君
食事・懇談
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
畠平会長

大阪河内ワイズメンズクラブ
８月例会報告

―上本町 百楽 本店
２０１３年８月１０日（木）16:00～20:30
３クラブ合同懇親会 記録 畠平剛志

出席者(敬称略)
メ

ン

大谷・畠平・新本・田中・藤井・中野・横田
望月・宮本
広義会員 メネット 望月・中野・初田
ゲスト＆ビジター
（サウス）13 名 （長野）4 名
（和歌山）１名
（泉北）１名
宮本ヘルパー １名

以上 32 名
交流会は長野クラブ森会長の司会で進行され、河
内クラブ畠平の挨拶と開会点鐘で幕を開け、乾杯懇
談の後、各クラブ PR、楽しいなぞなぞ、マジック
の出し物と続き、サウスクラブ山口会長の挨拶と閉
会点鐘で幕を閉じました。
左（畠平会長 開会挨拶）
下（乾杯の発声は、長野 C 白井
サウス C 中村・河内 C 新本
各 Y’s・・・長老？によって）

２０１３年 ９月報

会長の思いを込めた開会挨拶を掲載します。
この３クラブ合同交流会を実施しようという
ことは、さきの次期会長主査研修会の懇親会で、
大阪サウスクラブの山口会長と、大阪長野クラブ
の森会長と私とが隣り合ったことがキッカケと
なっております。
（中略）
さて、今回の会場設定などはサウスの山口会長
にご準備頂きました。本当に有難うございます。
全てご準備をしていただきながら、こういうの
もなんだと思いますが、今回の交流会は我々大阪
河内ワイズの例会も兼ねさせていただいており
ます。これは人数の減少した河内ワイズメンバー
の負担軽減策として、追加の行事設定は出来るだ
けしない、行事があるならばそれを何とかして例
会とする、ということを私が今期の原則としたこ
とによります。
例会の備えるべき要件というのは何だ？
ワイズソングか定例曜日死守か、と考えました
時に、いやそんなものではなく、メンバーが月に
一回無理なく集う、これが最重要と考え、このよ
うに今期はさせてもらっています。
いきなりの型破り例会に皆様を巻き込んで、戸
惑わせることになり心苦しく思っておりますが、
よろしくお願いいたします。
さて、型破りと申しましても、開会点鐘そして
閉会点鐘はさせていただきたいと思います。
高瀬理事が理事通信で点鐘についてこのよう
に書いておられます。

例会の点鐘の意味をご存知でしょうか。開会点
鐘は、世俗の垢(立場や肩書)を捨て、ひとりの人
間に戻るという意味です。
開会と閉会の点鐘のあいだは、すべての参加者
に親愛の情をもって接するのがワイズメンの義
務です。
世の中で、あるいはワイズの世界で、肩書があ
る人ほど謙虚に立ち居振る舞うことが求められ
ています。容易ではありませんが、ワイズは理想
主義者ですから、敢えて、厳しい試練を与えられ
なければなりません。このことこそ『志をもつ』
という意味です。みんなが胸襟を開いて語り合え
ば、こんなに楽しい例会はないはずです。
こう書かれています。
この交流会、兼、河内例会でも、多くの皆様と
胸襟を開いて語り合いと思います。
では、３クラブ合同交流会、開始させて頂きます。
（ジャックの会メンバー
の マジック ！！！
寺岡・小池・・・サウス
横田・・・・・・・河内 C
かぶりつきでビールを
片手に大喜びの畠平
会長）
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例会のあと“喫茶青山”での歓談、これが又 よいのだ

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１３年 ９月報
第３9 期 第 3 回役員会報告
“選択と集中”
日本区強調月間 Menettes

6, 東北買い出しツアーについて
日程 １１／２（土）～１１／４（月・祝）で設定、
航空券を手配する。
7, クラブ会則改定 PT 立ち上げ（中野メン動議）
意見交換の結果、動議は取り下げる。
8,
新企画立案プロジェクトチームの結成について
会長より上記プロジェクトチームの提案あり、承認される

２０１３年８月 22 日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

畠平・田中・望月・大谷・藤井・正野
横田・中野・宮本・佐古・杉村
9 月例会 9 月 29 日（日）17：30～20：30
サンホーム
担当：横田班

土佐堀 YMCA 鍛冶田千文さんより（メール転載）

例会役割分担
司会
田中惟介君
食事手配
大谷美佐子君
聖句朗読・食前感謝
佐古至弘君
受
付
藤井・望月会計

ご寄付いただきましたみなさま
この度は被災地の発達障害児六甲親子キャンプ
にご寄付いただきまことにありがとうございまし
た。合計約 140 万円のご寄付と３団体の助成金
185 万円、そしてクリスマス献金で安心してキャ
ンプが行えたことに感謝申し上げます。
８月 16～18 日に３回目になる六甲山親子キャ
ンプ、無事終了いたしました。13 家族 30 名とリ
ーダースタッフ 11 名、総勢 41 名のキャンプとな
りました。

10 月号ブリテン原稿
例会報告
横田憲子君 役員会報告 大谷美佐子君
Ｙニュース
箕浦史郎所長
サンホームニュース
杉村 徹君
巻頭言
新本英二君
原稿締め切りは 9 月 27 日です

報告・連絡事項・審議事項
《報告・連絡事項》
1, 各事業委員会等より報告
特になし
2.8 月例会、合同交流会報告 会長より
参加者３２名（うち河内からは１３名）
盛大に楽しく交流出来た
3, 各実行委員会報告 佐古委員長
じゃがいも販売価格 1,600 円に決定
4, 西中国部の部長交代の報告及び部会（9/28・土）

の案内
5, びわこ部部会の案内（10/5・土）
6、阪和部会（ 9/14・土 ）11：30～

紀泉わいわい村
参加者

メン 畠平・田中・望月・正野・横田
メネ 望月 宮本ヘルパー
7、EMC シンポジューム 9/23（祝）1：30～
参加者 横田・望月・正野
8、会計より 西日本区費・阪和部費・安全の日支援金
実行済
9、メネット会
9/5（木）

《審議事項》
1,

リーダー慰労会（横田）
→日程、場所、内容など、役割分担含めて

９／２９（日） 東ＹＭＣＡ ６Ｆ 「リーダー報告会」
１７：３０
河内クラブ９月例会
１８：００～１９：３０
１部 礼拝
２部 [夏期プロブラム報告会]
報告会後慰労会＆懇親会。 弁当代は１，０００円とする。
2, 11 月作品展アピール（中野）部会にてアピールする。
3,

リーダーの資質、声かけ、対応にも随分褒めていた
だき、私たちも「失敗しても失敗にならないチーム」
「助けて が言えるチーム」とリーダー同士信頼が
できるかけがえのない仲間となりました。あまりキ
ャンプに慣れていない者も多く、絵美さんには私達
が気づかない点なども言って頂き、学びも多くあり
ました。感謝しています。それぞれが一人ひとりが
感銘を受けたキャンプとなったことを報告申し上
げます。
「次回もぜひ…」というお声もたくさんいただきま
した。３回の参加者と同窓会のようなものが仙台で
出来ればいいな、という案もでていました。

12 月クリスマス例会（大谷）
・日時 １２／５（木）第二例会日 １８：３０～２０：４５
・場所 サンホーム ６Ｆ
プログラムについては企画中

4,

今年も個性あふれる子ども達でしたが、日を追う
ごとに見えない糸でつながり、関係が深まっていく
ことを感じました。キャンプマジックですね！
夜の大人の時間は、１日目は長尾文雄先生（元常
議員、大阪女学院講師）、２日目は、
「押しかけるわ」
と大阪教育大学の新崎先生からお申し出いただき、
一緒に入っていただきました。震災時の様子、それ
からのご家庭の事情、子どもたちの歴史、特別支援
の不安をじっくり聞かせていただいた時間となり
ました。親同士も全く情報がなく、同じ境遇の人と
こうして気をつかわず話せること、自分だけでな
い、というその時間に深く感動されていました。
３日で子どもが変わっていく姿に涙をされる方
もおられました。

クラブ会則細則改定について
８月ブリテンに記載している内容を、９月例会にて説明の
うえ９月役員会で採決する。

５、部会への のぼりの貸出について
部キャビネットより依頼があった。7～8 本貸出

―３―

まだ３種類の助成金の報告書、キャンプの報告書作
成という大仕事が残っていますが、とりあえずキャ
ンプが無事終わりましたこと、感謝を持って報告致
します。
鍛冶田

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１３年 ９月報
アジア大会参加報告

望月

強

８月２日から４日迄、フィリピンのマニラで開催されたアジア大会
に参加しました。前日にマニラに到着し、マニラの半日観光に行き
ました。その夜はフィリピンの民族舞踊、若者が竹竿を利用した踊り
（バンブーダンス）をみながら、民族料理を楽しみました。
宿泊したホテルは会場から遠く離れた小さなホテルです。
そのホテルは入館する度に手荷物の検閲が有り、空港にある磁気検知装置の中をくぐり、セパード犬が身体
中をかぎ回り、ようやくホテル内に入れます。これが毎回繰り返されます。この厳重さは、安心感より治安に
対しての不安感を覚えました。
大会会場は大きなホテルで専用ビーチもプールも有り、その違いに圧倒されました。
名簿が出ませんでしたので参加人数も分かりませんが、日本人が圧倒的に多くの席を占めました。
アジアエリアからインドと韓国が分離独立したことと、政治の関係で台湾の参加が急に減じたことも有り、大
会運営も大変だと感じました。
セレモニーは厳かに行われました。
バナーセレモニーは旗の数が少
なく少し寂しく思いました。
講師の都合で基調講演が急に取
りやめになり早く終わりました。
宿泊しているホテルに帰るには遠
く、会場で時間を持て余していま
した。
翌日のエクスカーション（大会が用意したマニラ観光）も出発時間が
大幅に遅れ、居場所のない我々は廊下で時間を過ごすのに苦労をし
ました。幸い大会場のホテルに宿泊している東京サンライズクラブの
小山様夫妻の部屋に京都プリンスの岡西さんに誘われお邪魔しました。
そこで新しい顔見知りが出来、その点は有意義でした。
楽しみにしていたエクスカーションは遅れ遅れで出発しました。南国のスコールに見舞われ雨ばかり、終わ
るころに晴れました。日本語のアナウンスがあると言うバスに乗り込みましたが、自己紹介ができる程度で
後は沈黙、バスは時間調整をしている様で、のろのろ運転で走り、同じところを回っているように思えまし
た。
大会参加のもう一つの楽し
みは余暇です。セブ島にわた
りリゾートホテルへ、そこはホ
テル内に専用ビーチやラグー
ンもありプールも幾つもある。
羽を伸ばすのには最高の場所
です。スイミングをし、カヌー
を漕ぎ、バナナボートにも乗り
ました。日本では年齢制限が
あり体験すことが難しいパラセールのアベックで乗りました。ボートに１３０
ｍあるロープに引かれながら、高さは約４０ｍ位の高さまで浮き上がり空中
散歩の体験をしました。
セブ島ツアーに参加した人は少なく、高槻クラブの川岸さん・和田さん
ご夫婦とセンテニアルの三浦さん西宮クラブの小野さんと遊んだり、夕食
を共にしてワイズ談義し、有意義に友好を深めました。

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１３年 ９月報

箕浦史郎 東 YMCA 所長 記
①スタッフ紹介
東・枚方ＹＭＣＡのスタッフを順番に紹介しています。第 2 回は今年入職した
東枚方ＹＭＣＡのフレッシュ切通菜摘（きりどおし なつみ）スタッフです！
今年度より、東・枚方 YMCA ウェルネスで勤務しています。私は幼い頃
から水泳、サッカー、バスケットボールを大学卒業までスポーツをしてき
ました。YMCA で活動させて頂く中で、サッカーやバスケットボールを通
して技術を習得するだけでなく「人としての育み」を大切にしているこ
とを強く感じ、とても素晴らしいことだなと思っています。また、YMCA で
活動させて頂く中で、やったことのないことにチャレンジしたり、新しい
知識も増えたりと、自分自身が成長できていることが実感でき、とても
嬉しく思います。まだまだ未熟なので、子どもたちとともに成長してい
けるように努力していきたいと思います！よろしくお願い致します。
②夏期プログラムのご報告
この夏も皆様のお見守りのもと、多くのＹＭＣＡプログラムが行われました。そして延べ約６０名のリ
ーダーが子どもたちと一緒に熱い夏を過ごしました。今年度は東・枚方ＹＭＣＡのリーダーが協働し、
すべてのプログラムを行いました。普段は別々に活動しているリーダーたちですが、そこはＹＭＣＡの
リーダーたち、キャンプミーティングが始まるとメンバーを一番に考え、そしてキャンプ本番では「と
もに」を大切にプログラムを行い、子どもたちの成長と自分の成長を感じました。９月２９日（日）１
８：００～１９：３０ 場所サンホーム６Ｆホールにて夏期プログラム報告会を行います。ぜひ、ワイ
ズメンズクラブの皆様にもリーダーたちの「２０１３年夏」の報告をお聞きいただければうれしいです。

「夏祭り in YMCA SUNHOME」
杉村

徹 連絡主事 記

毎日、暑い暑いと言いながら過ごす日が続きます。
体調お変わりありませんか？
８月は、何と言っても夏祭り！「暑さを吹き飛ばせ！」ということで
台湾の学生さんを交えて、特養でもデイサービスでも、にぎやかに開催されました！

３日程前、そろそろ寝ようかと思った時、ハッと気がつきました。
庭から「リリリ…」と虫の鳴き声。皆さん、秋がすぐそこまで来てますね！

「折り鶴」献納のご報告
河内ワイズメネットの皆さま、阪和部メネットの皆さまから寄せられた「折り鶴」を、去る８月８日
に長崎ワイズのメンバ－によって、平和公園や、原爆落下中心地、長崎の鐘慰霊碑などに献納
致しました。翌日（９日）の原爆記念日には犠牲者の霊魂の平安と世界の恒久平和を祈念して
お祈りを奉げました。
２０１３年８月１２日
長崎ワイズメンズクラブ 会長 桑原伸良
サウスワイズ松岡虔一

（※メールでご投稿 頂きました）

―５―

Y’s Men’s Club Of Osaka Kawachi, Region Japan West July 2013
HAPPY

BIRTH

DAY

９月－10 月の予定

８月

9月

１日 畠平 明子さん
３日 杉村 徹君
１３日 岩坂 千種さん
２０日 田中加代子さん
３０日 新本 英二君

WEDDING

５日(木) ブリテン印刷・発送
１４日（土）阪和部会 紀泉わいわい村
11：30～
２３日（月・祝）ＥＭＣシンポジューム 南ＹＭＣＡ
2６日（木）役員会 サンホーム６階
２9 日（日）第１例会

ANNIVERSARY

今月は該当者が ありません。

10 月
3 日(木) ブリテン印刷・発送
14 日（月）チャリティラン・例会
19 日（土）第２回評議会
？日
じゃがいも入荷
２４日（木）役員会 サンホーム

日本区通年強調目標 PR
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。

加藤

信一 広報事業主任

Menettes

西日本区強調月間

メネット、コメットを誘って例会を持ちましょう！笑顔も広がり、クラブに活気が出てくるはずです！
谷本久美子 メネット事業主任
１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

２０名

２名

メネット・コメット出席数

３名

特別メネット

１名

功労会員・広義会員出席数

名

８月例会出席者数（会員）

９名

例会出席者総数

３２名

メイクアップ

３名

役員会出席者数

１１名

会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

８０％ 7 月会員延べ出席者数

８月の出席率

にこにこ献金
８月分

円

今期累計

15,261 円

２２名

Wind From Kawachi 猛暑日の連続記録が更新された（8/23）。昭和 17 年にもこのよう
な記録があるそうで、一概に温暖化の所為とは言えないのかもしれないが 尋常ではないと感じるのは独
り私のみでは無いでしょう。徐々に温暖化が進み、初期の頃には無関心だった人も気に掛け始めています。
（手遅れにならないかと気にかけつつ・・・）切羽詰まる前に動くことは とても重要です。対症療法が
高コストを要する事は、東電の動きを見ても分ります。 先を見よう！先を見て出来る事から始めよう。
ＴＶ大阪の番組の“カンブリア宮殿”で、森下仁丹の 奇跡の老舗改革という内容で放映されたのをご
覧になられた方もあるかと思います。3～4 年前まで仁丹によりかかりぬるま湯のような職場で危機感も
なく、新しく乗り込んだ社長の改革にも面従腹背。新しい戦力が加わり、社内にありながら活用されなか
ったカプセルを使った新技術で再生するお話でした。外部からの社員が今では６割を越え、（微生物＋シ
ームレスカプセルで例えばメッキ廃液中のレアメタルを回収すると言う）新技術でのシェアも世界を相手
に広まっているそうです。社長が着任時に社員を称して「ゆでガエル」と言った時 ワイズ温泉どっぷり
論 をワイズの手引きで読んだ事を思い出しました。当時はそれなりに啓蒙する効果があったのだとは思
います。 ですが その挙句 今の 惨憺たる状況に 立ち至っているのだと 思う時 湯あたりする前
に 前を向いて 変革しようとする 若い力を信じ 託してみようではありませんか？ 編集子 田中
第３９期 ク ラ ブ 役 員
会 長:畠平

剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月
メネット会長中野涌子 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

TEL 06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

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

強・藤井敬子

―６―

