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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】 ヨハネによる福音書 17 章 21 節

（選・解説

岩坂正雄）

「すべての人を一つにして下さい」―10 月 11 日は YMCA 創立者ジョージ・ウイリアムスの誕生日。
これを記念して世界 YMCA 同盟の正章マーク中央にこの聖句が明示されました―

「巻頭言」 阪三都市の文化

新本 英二
10 月例会プログラム

昔から「京の着倒れ」「浪速の食い倒れ」と言う言葉があ
10 月 14 日（月・祝）
る。
① 8：15～12：30
開会点鐘
畠平会長
京都には西陣織という基幹産業があり、西陣織の着物を利
用する京都御所を中心とする格式を尊ぶ公家衆が居り、風
チャリティラン サポート（警備）
流をたしなむ茶花の宗家が支えあった。又遊技界でも美し
抽選会・閉会式
い着物を着て客をもてなす接待と優雅な踊りが家元制度の中に綿綿と伝
えられ、今日の着倒れを支えてきた。
② 13：00～14：00
浪速では大阪城成立の時代から、商業中心の町作りが進められた。
「モウ
司会
正野忠之君
カリマッカ」
「ボチボチダ」との挨拶の声量で景気が判断されてきた。交
会長の時間
畠平会長
際上手の食い倒れ文化が成立して行った。江戸時代には全国各地の藩の
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
出先機関が財政を支える米類の倉屋敷が土佐堀、江戸掘岸をうずめ、米
食事・歓談
取引所の格に応じて売買を行っていた。浪速と松前を結ぶ松前航路は次
結婚・誕生祝い
畠平会長
第に活発化し、食い倒れ文化を一層深くしていった。
にこにこアワー
田中惟介君
ナニワツとムコノツで代表される交易は奈良時代より摂津地方を栄えさ
せた。幕末、黒船来航事件後、函館、長崎が開港しその後兵庫、新潟が
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
開港した。兵庫は港近くに居留民街が設置された（現大丸神戸店の東側
閉会点鐘
正野副会長
一帯）明治 16 年（1883）には人口 6 万 2000 名に達し拡張を続けた。米
人Ｗ・Ｒランバスは 1886 年来日し、彼の情熱と祈りは学校創設の資金が
与えられて、1889 年神戸市東郊、原田の土地、1 万坪を購入し、建坪 78 坪の木造 2 階建の教室 1 棟と 57 坪の
木造平屋建教室 1 棟が与えられ、同年 9 月 28 日認可を得て開校した。これが関西学院の誕生。神戸のハイカラ
文化はこのような経過を経て益々増加する外国人と日本人の交流を通じて与えられた。神戸に出来たカフェは
日本初のもので、ＮO.1 を目指す商品の品質は他の町・都市には無いスタイルだ。
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９月例会報告
２０１３年 9 月２９日（日）17:30～21:00
記録 横田憲子
出席者(敬称略)
メ

ン

大谷・畠平・新本・田中・藤井・中野・横田
宮本・佐古・杉村・丸尾
広義会員 岩坂
メネット 中野・新本
ゲスト＆ビジター箕浦史郎東Ｙ所長・小川（宮本補助）
東Ｙスタッフ 新野剛史・尾崎友美・切通菜摘・乾 竜也
リーダー 佐々木皓平・酒井友梨子・福家可那子
川津咲絵・石田雄大・久場愛子・東 雄人・堀口景汰
金澤美穂・高井菜々子・岡田康佑・大井さゆこ
和田千夏・北口千尋・刀禰愛子・川岸莉子
桝井佑梨子・須藤啓太・貴志康平・黒川かずき
中里尚紀

以上 41 名
田中メンの司会により５時半、９月
例会がはじまる。
会長の時間では１０
月１４日のチャリテ
ィラン例会の説明が
あり、雨天決行、警報
時は通常例会日となる
こと．役員会で審議決
定された１１月３日には地域奉仕事業
として東北大震災の語り部として高橋
さんのお話を聞くプログラムの説明。
５人の誕生日お祝
をした後、６時１５
分の礼拝から始ま
る東ＹＭＣＡ・枚方
ＹＭＣA リーダーの２０１３年
夏季プログラム報告会に参加す
る。
サッカー キャンプが２グルー
プ・ぜんそく児キャンプが２グル
ープ・日帰りプログラムは１グル
ープ・海キャンプが２グループ・
山キャンプが３グループの計１０
人の代表から報告を聞くことがで
きた。パワーポイントを個性的に
使いながら、参加している子供達
の満面の笑みをたくさん見せて頂く。ドラム缶風呂
やトラック荷台風呂に入ったり、カヌーの体験、自
然の中から貝・石・落ち葉や木の実を拾った後いろ
んなクラフト作りをすること。でもよい条件の楽し
いキャンプだけではなく、天候異変の大雨で予定変
更せざるを得ない状況では、短い時間の中で心に残
る思い出作りができることを知ったこと。そして参
加した子供達が何をしたいか、個々の希望をどうし
たらグループで１つに纏めることができるのか話し
合うことの大切さを子供が経験できたこと。キャン
プで子供もリーダーも変わるという報告が多くでた
こと。緊張しながらも一生懸命キャンプの経験を話
すリーダー報告終了は８時半となった。

佐古メンの食前感謝で、懇談の時をリーダー・ス
タッフ・ワイズの４２名で共に“ラグビー弁当”を
頂く。リーダーの感動話も有り和やか
に会話が進んでいたようす。そしてサ
プライズがテーブルごとのジャンケ
ンで勝った２人がお菓子をゲットしたころで“ＹＭ
ＣＡの歌“を歌い ９時過ぎに例会が終了した。
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第３9 期 第 4 回役員会報告
“選択と集中”
日本区強調月間 ＢＦ

7,

２０１３年 9 月 26 日（木） 東ＹＭＣＡ

例会役割分担
司会
正野忠之君
にこにこ 田中惟介君

8,

新企画立案プロジェクトチームの結成について
継続

食事手配

宮本・藤井

両君

9.

次期役員選考委員会設置
直前会長宮本 Y’s に委嘱
幹事会に招集をかけ選考に入る

11 月号ブリテン原稿
例会報告
正野忠之君 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
伊藤圭介君
原稿締め切りは 10 月 25 日です

次期クラブ役員立候補者の受付開始
2013/2014 次期役員選考委員会
クラブ会則に則り、次期クラブ役員立候補者（副会
長）を募ります。立候補者は 11 月 30 日までに 書面
をもって宮本委員長へ申し出て下さい。

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. 阪和部会 台風の余波で蒸し暑かったけれど 野外
での部会も良いものだと思った。詳しくはブリテン
に報告（４ページ）記事が有ります。
3, 各実行委員会報告 佐古委員長
じゃがいも入荷日決定 １０月２６日９時頃着後
箱にクラブステッカーを貼って頂く。
ステッカーデザイン・印刷は会長・書記で行う。
4, クラブ会則細則改定について
（前回役員会より例会が無かったため次回例会で
提示）
5, 新年合同例会（申し込み締め切り 12/15）
6、BF デレゲート 例会で案内
7、EMC シンポジューム 9/23（祝）1：30～
参加者 横田・望月・正野・田中
8、 びわこ部会、神戸学園都市・大阪Ｃ周年例会
の案内が有った。
9、東 YMCA 野外活動 子供たちの写真撮影依頼が有
った。行事に合わせ 可能な限り行きましょう
10/13・11/3～4・12/1・12/8
詳細は会長を通じて 取得して下さい。
10. 評議会 10/19（土） 横田・正野 出席

《審議事項》
1,

お話の会

“高橋さんが体験した東北大震災”を聞く会
NPO 法人るんるん と共催し地域奉仕事業の
一環とする。事業支援金￥10,000 を決定。
場所；石切パンゲア
日時；１１月３日（日） 11：00～12：30
会費；￥1800－（昼食付き）
申込；会長まで

出席者

畠平・田中・望月・大谷・藤井・正野
横田・宮本・佐古
10 月例会 10 月 14 日（月・祝）8：15～13：30
大阪城公園（極楽橋北側広場）担当：正野班

東北大震災

９月例会（横田）

リーダー１９名・スタッフ５名参加
島は５ケ所Ｘ８人とする。各島にワイズは２～３人
ずつ着席すること
2, チャリティラン 支援金は例年通り￥100、000
おにぎりは 140 ヶ （例会食事）
3, 10 月例会（正野）
役割分担 上記
雨天決行・警報が出ていれば第３木曜日
場所 サンホーム ６Ｆにて
4, 11 月作品展アピール （中野）機会ごとに行う
プリントし事前に審査をしてもらい会員による
審査も例会当日６時までに済ませる。
５、 X’s 例会 企画検討中
6, 奈良チャリティラン ラッフル券３０枚預り。
役員会で ほぼ完売。追加購入 可

【10 月例会について】
10 月例会はプログラム中にチャリティラン支援
が含まれます。
基本的には例会ですので、予定時間にご集合下さい。
体力的な問題などで、全てに参加できない方も、遅
参されても結構ですので、支援交代などをお願い致
します。
なお河内クラブは例年通り、北濠北側の警備担当と
なっております。途中参加される場合は現地まで、
例会プログラムのみ参加の場合は当日場所を選定し
ますので、来られ次第電話で連絡をお願い致します。

阪和部ＥＭＣシンポジューム

報告 田中惟介
‘13/9/23 南 YMCA ライブラリー 13：30～16：00
為国西日本区 EMC 事業主任を迎え「熱き思いを EMC
に！！」と題し開催された。
約 30 名が主任の基調講演を拝聴した。主任は自分の、自
クラブの、とことわりながら便益をはかることが活性化につ
ながり、ヴィジョンを作り上げる事が大切であると約 50 分熱
く語られた。詳しくは区報第 1 号通卷 51 号 12 頁を精読下さ
い。
2002 年には 200 名であった阪和部が 2013 年で 131 名。
飯沼部長が 8 年前に私が述べた事を引き合いに出され、林
書記から私見を求められたが 特効薬とてなく持論の思考
の方向を変える事くらいしか言えなかった。
クラブの、部の存続が危機にひんした時に（それが今なの
か、まだまだ先なのか）初めて総意が成り、動き始めるのだ
ろう。まだ間に合う。 が、のんびりもしておれないだろう。

（部長・就任席とクラブの取り組みを発表する
横田事業委員長）

―３―
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第２５期

阪和部部会

紀泉わいわい村で開催

蒸し暑さの中にシロバナノヒガンバナが、ひそと咲くわいわい村で第２５回阪和部会が
つど

あった。阪和部から６７名、区役員・他から４6 名、ユース２名総勢１１５名が集った。
今夏の暑さや交通の便を考慮すれば、部内の参加数数は妥当かとも思うが 衰勢は否めな
いだろう。分団討議で取り上げられたのか？報告が待たれる。
第 25 回阪和部会報告 （畠平剛志）
2013 年 9 月 14 日（土）第 25 回阪和部会が紀泉わいわい村にて-阪和
部会・里山に抱かれて-「まだまだ東北支援」というテーマで行われまし
た。部会当日は四国京都福井はじめ、日本全国に大きな被害をもたらすこ
とになる台風 18 号マンニィの進路を気にしながらの開催となりました。
実行委員会皆様はさぞかし気をもんだことでしょうが、幸いにしてその雨
風が到来する前にプログラムを実施することが出来ました。
本阪和部会では「まだまだ東北支援」というテーマにそって、登録費から
一人あたり 500 円の支援が実施され、また、昼食には東北産品カレーの
提供、東北物産の販売やパネル展示などが行われました。
また、
「里山に抱かれて」のサブタイトル通り、里山の広場での開会式、そしていつもと違って EMC や Y サ
など、炊事棟や東屋に分かれての分科会形式での部会となりました。
プログラムは広場での開会式の後、カレーとサラダに舌鼓を打ち、
「カランカラン」と響く合図の鐘の音に
促されての分科会と、どこか懐かしい、ゆったりとした空気を作った運営が心地良いものでした。
私は EMC 分科会に参加したのですが、人数も 20 名弱とじっくりと話をするにはちょうどいい人数で、
各クラブのいろいろな取組もじっくりと聞くことが出来、こういう阪和部会も面白いと感じました。ですが、
自分が参加した分科会以外で何が話されているかは当然わからないため、このあたりは実行委員会から後日
の報告が待たれるところです。
分科会終了後はまた全員で広場に集まっての閉会イベントですが、ここでは盛りだくさんの
プログラムが用意されていました。まずは表彰式で我が河内クラブは BF 達成賞を受賞致しま
した。
その後アトラクションとして、「昨日、日本国籍を取ったばかり」というタム
ラカール・ブバンさんによるネパールの民族舞踊が披露されました。ネパール
は多民族多言語国家で、この日はネマリ族の民族服に、タマン民族の「見合い
後に結婚を決めるおめでたい踊り」と、太鼓の演奏を披露していただきました。
参加型アトラクションとして神戸ポートクラブ大野勉さんによる「みんなで歌
おう」というギターとの合唱で会場は一体となりました。
その後、西日本区大会のアピールなどがあり、河内クラブからは 11 月作品展
のアピールを行いました。
望月、望月メネット、横田、田中、藤井、正野、そして私の 7 名が参加致しました。

（BF 達成賞を受賞）

（河内クラブの面々）

（大野

勉さんの弾き語り）

←

西日本区大会 6/14～15
アピール

ミナサン

―４―

ソロウテ
キンサイヨー
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東 YMCA 所長 箕浦史郎 記
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奈良クラブメネット例会参加
８月９日（月）

この夏も皆様のお支えの中、海のキャンプ、山のキャ
ンプ、サッカーキャンプにたくさんの子どもたちとリー
ダーが活動しました。
今夏の異常気象（突然の雨）でプログラムが変更に
なることもありましたが、カヌーを漕いで無人島に行っ
たり、山の上で虹を見たり、滝に打たれたりと大阪では
なかなか経験の出来ないことを仲間と共に楽しみまし
た。子どもたちの豊かな発想力とリーダーの情熱は雨
をも楽しむ頼もしいものでした。

レストラン

報告

中野涌子

ピカピカ

財団法人たんぽぽの家常務理事 森下静香様が「福祉を
変えるアート活動の可能性」と言うテーマでお話しされま
した。
障害のある人の アート、ワーク、コミュニケーション
を中心に、それを一流の作品とコラボレーションし、デパ
ートの売場等で買い手とつなぐと言うことが 福祉の可
能性を変える力になると言う。
素晴らしいお話を聞き 有意義な時間をすごさせて頂
きました。
出席者
望月・伊藤・初田・丸尾・中野各メネット＆望月メン

また夏期プログラム報告会にはたくさんのワイズメ
ンの皆様にご参加いただきありがとうございました。リ
ーダーは緊張しながらも皆様の温かい眼差しを感じ、
これからの YMCA 活動を行う勇気をより一層持てたこ
とと思います。
今、チャリティランに向け仮装の準備をしています。ご
期待いただけますようお願いします！

メネット会
障碍者活動支援施設「パンゲア」にて
９月５日（木）１２：００ 石切駅集合
出席者
初田・藤井・望月・新本・丸尾・田中・中野

杉村 徹 連絡主事 記
朝晩はめっきり涼しくなりました。虫の鳴き声も心地
よく聞こえてきます。
先日、特養の入居者さんやご家族の方々と、ミニ居酒
屋を「らんらんプログラム」のひとつとして開催しま
した。
スタッフが注文や簡単な調理を行い、お寿司やフラン
クフルトなどもご用意しました。
利用者さん同士、ご家族やスタッフとも、おしゃべり
に花が咲き、楽しんでおられました。人との繋がりを
大切に、そして楽しみのある生活をご提供できるよう
に、これからも工夫してまいります！

畠平さんの営われているパンゲァを見学させて頂くこ
とを快諾していただき実現致しました。
豪雨、台風１７号、竜巻など荒れたお天気が続いていて
とっても心配でした。
この日も 少し雨が降りましたが、部屋の中にいる間の事
で支障はなく全て予定通りに行えました。
パンゲアの畑を見学。畠平メネットの説明で、ピーマン、
人参、トマト、空芯菜、シソの葉（青、赤）オクラ、ゴー
ヤ、さつまいも、などなど沢山の野菜が植わっていること
や、さつまいものつるの細いところは煮て、太いところは
干してカゴやリースなどの小物をつくるそうです。
食事前にヨガ。プロポーションを良くするために！食事
を美味しくいただくために！その間にサプリメントの話
や肩膝の調子、不定愁訴なんでもありのお喋り、楽しく盛
り上がりました。
その後、畠平メネット手作りのお料理を頂
きました。一品一品とっても、お味がステ
キで作り方を教えて頂いたり、商品化され
ている物をお土産に買いました。
田中メンがカメラマンに来て下さり、畠平会長もお昼から
参加して下さいました。 皆さんといっぱい語りあって
３：００過ぎにおひらきになりました。

―５―

Y’s Men’s Club Of Osaka Kawachi, Japan West October 2013
１０月－１１月の予定
HAPPY BIRTH DAY 10 月
22 日 中野

WEDDING
１１日
１５日
２７日

10 月

涌子さん

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
26 日（土）じゃがいも入荷 ９時頃
２４日（木）役員会 サンホーム

ANNIVERSARY

岩坂正雄・千種 夫妻
青野剛暁・亜希子 夫妻
横田憲子・充宏 夫妻

11 月
３日（日）奈良チャリティラン
東北大震災のお話の会
７日（木）ブリテン印刷・発送
２１日（木）第 1 例会 サンホーム６階
２８日（木）役員会 サンホーム６階

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

西日本区強調月間

信一 広報事業主任

BF

ＢＦは、全ワイズメンバーの参加によって集められる資金です。
使用済み切手を収集することで世界のワイズを感じましょう。
長壽 和子 ファンド事業主任
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット
９月例会出席者数（会員）
メイクアップ

１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

２７名

２名

メネット・コメット出席数

２名

９月分

0円

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

今期累計

15,261 円

１１名

９例会出席者総数

４１名

2名

９役員会出席者数

９名

76.5％ ９月会員延べ出席者数

９月の出席率

にこにこ献金

２２名

Wind From Kawachi ９月。連続テレビ小説“あまちゃん”が終わってしまった。大友良
英の音楽は、今夏の甲子園でも度々聞かれたけれど、毎朝の あの軽快なテーマ曲で高揚する自分がいた。
そして 2020 年、東京オリンピック開催が決まった。いろんな見方が有るだろう。経済効果に浮か
れている者、忘れ去られる事を危惧する人たち、汚染水の処理に関する国際公約・・・大丈夫なの？
なにより 東北から目をそらせてしまい、浮かれている自分がいた。
見えている物が全てではなく、聞こえている事が全てでは無い。―視乎冥冥、聴乎無声― 心眼を研
ぎ澄まし見えない物を見、聞こえない声を聞こう。 震災と津波の被害、原発の災害から目をそらすな。
済んだ事のようにやり過ごすな。日常に埋没させてはならない。現地に行き、見、聞き、空気を全身で感
じよう。 “いまさら行って何をする？”内なる声がささやいて来たなら 断固としてこう言おう。
“風化させてはならない！” 特に、チェルノブイリと同じ廃墟が、向後何十年、否 100 年以上に亘っ
てこの国に居座り続ける事の意味を思い、世代を越えて問い続ける事が 若者と共にあるＹＭＣA・ワイ
ズメンズクラブの使命ではないだろうか？
東北物産買い物ツアーの意義を問う。
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
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