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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】 コリントの信徒への第 2 の手紙 9 章 6～7 節

（選・解説

岩坂正雄）

「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、刈り入れも豊かです」
―勤労感謝の季節、奉仕活動においても、労と心をどれだけつくしたかが問われるときです―

「巻頭言」

飲料水の支援
伊藤 圭介
９月１１日のある TV 放送での玄侑宗久氏
（僧）の言：「東北大震災では縁のある所へ支
援するのがいいのではないでしょうか。小規模
でも目的がはっきりしている。日赤や大きな支
援団体は平等、公平が原則でこれだとどこへ支
援がいくかわからないし、支援に時間がかかる。
これはやむを得ない。
」
そこで水の支援に戻る。大阪サウスクラブが福島の或幼稚園の
要請に応えて、継続して水の支援を続けている。これに協賛して
家内が僅かな金額をサウスクラブに捧げ続けている。余りにも単
純な思考で、無知と言われるかも知れない。でも支援金に反対給
付を求めると何かと気になりますがそれが無いので至って気が
楽。

11 月例会プログラム
１１月２１日（木）
6：30～8：30
司会
丸尾欽造君
開会点鐘
畠平会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
宮本桂子君
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
畠平会長
食前感謝
新本英二君
食事・歓談
インフォメーション
作品展映写 ＆ 表彰式
司会・進行
中野義彦君
結婚・誕生祝い
畠平会長
にこにこアワー
大谷美佐子君
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
正野副会長

サウスクラブは現地へ自弁で数人が自費で定期的に訪問して既に１年以上継続して水の支援を続
けておられる。福島県いわき市には親戚が住んでいます。縁のある地域ですのでこれからも水の支援
は続けていきたい。

大阪河内ワイズメンズクラブ
10 月例会報告
２０１３年１０月１４日（月・祝）8:15～13:00
報告 正野忠之・畠平剛志
出席者(敬称略)
メ

ン

畠平・新本・田中・藤井・横田・佐古・丸尾
宮本・望月・正野
広義会員・メネット 丸尾・畠平 （イヌット？こじろう）
ゲスト＆ビジター三木 求（和歌山）
・安村（宮本補助）
東Ｙスタッフ・リーダー
２３名

以上 37 名＋１匹
前日にようやく秋らしい空気が訪れた１０月１４
日（月・祝）、まぶしいばかりの太陽に照らされた大
阪城公園で、第１９回大阪ＹＭＣＡチャリティーラ
ンが開催されました。
河内クラブにとっては第１例会でもあります。８
月の３クラブ合同、９月のリーダー慰労に続く畠平
会長の試み第３弾です。
８時１５分の全体
集合に合わせて集ま
り、大阪城をバックに
畠平会長が開会点鐘
を行いました。その後、
準備を手伝い、９時に
チャリティーランが
開会されると、競技中
は沿道警備を担当しました。順位制、宣言タイム制
にコスチュームタイムなどが進行
され、予定時間を少し過ぎた１２時
４５分に終了。
献 金総 額が 2,825,416 円。
300 万には届きませんでしたが、ま
ずまずの数字ではないでしょうか。
終了後ビジター参加の三木さん
を交え、チャリティーランではお馴
染みのおにぎりランチタイム。日差
しが強すぎて警備疲れをしたことも
あり、芝生に座ってのんびりとはい
きませんでしたが、和気あいあいと
すませ、田中メンのはからいで、食
べ終わった人から順にニコニコタイ
ム。その後、結婚・誕生祝いすませ、
副会長の私が閉会の点鐘を行い、１
３時半に１０月例会は終了。大阪Ｙ
ＭＣＡ支援と例会を同時に行える、
とってもハッピーな日となりました。
（以上 正野）
お楽しみの抽選会では河内からは
惜しくも？いつも通り？大当たりは
出ませんでした。
さて、チャリティラン撤収後に例会
イベントを実施いたしました。こち
らは滞り無くとはいかず、おにぎり
タイムでは用意していたお茶が無
い！というトラブルに見舞われまし
たが、何とか「そんなものは最初か
らなかった作戦」で事なきを得ました。得たのか？

２０１３年 11 月報

朝早くから昼過ぎまでの野外イ
ベントで、いつもとは全く違う例
会でしたが、最高の天気とロケー
ションで非常に気持ち良く、リフ
レッシュさせていただきました。
ご参加の皆様、お疲れさまでした。
（以上 畠平）

にこにこ語録（10 月例会)

敬称略
テープ起稿 田中 惟介
《食事をしながら にこにこメッセージを頂きます。
（丸尾さん夫妻のおわったところで）
あっ ごめんなさい、テープが回って無い・・》

丸尾 ５人で来ました。孫が頑張ってくれました。
丸尾メ 良いお天気で良かったです。
《でしたね？ ここからテープ回します。食事の終わ
った人・・・はい、横田さんどうぞ》

横田 大阪城の会場に自転車が多くなってきました。
来年は違う場所を考えてもらいたいです。
《藤井さん、もう食べた？まだ？じゃぁ

佐古さん？》

佐古 みなさんご苦労さまでした。毎年来ています
が、今年はお付き合いがしにくい感じでした。
《はい、次の人、手あげて～》

正野 良いお天気で良かった。メンバーが もっと
例会に来て皆で楽しく出来れば良いと思いました。
三木 先月河内へ来る予定でしたが体調を崩し参加
できませんでした。今日はチャリラン例会と言う事
で楽しい例会に参加できありがとうございました。
《ハハハ

かなり無理してる？》

新本 大阪城の堀端で例会と言う事で、８時半に点
鐘がありました。只今１時３０分。これで閉会出来
そうです。感謝をもってニコニコ献金します。
藤井 お疲れさまでした。暑い１日でした。
《お茶代・・・お茶・・とノイズあり・・・》

畠平 皆さんお疲れさまでした。良い天気で屋外の
例会も良いものだなぁと思いました。
《宮本さん、まだやったな？ ん、お茶のませて？
あわてなくてもいいよ。まだの人いませんか？
お茶代？それはもういいって、それは私のにこにこ。
頂いたお茶代は ニコニコに 入れました。
》

宮本 例年より暑くて大変でしたけれど、チャリテ
ィランが無事に終わり何よりだったと思います。
田中 以上で終わります。

―２―

本日のにこにこ

￥6.255－でした。

大阪河内ワイズメンズクラブ 2013 年 11 月報
要請に対し課題を検討、継続・保留とした。

第３9 期 第 5 回役員会報告
“選択と集中”
日本区強調月間
Public Relations Wellness
２０１３年 10 月 24 日（木）

7,

8,

東ＹＭＣＡ

出席者

畠平・田中・望月・藤井・正野
横田・宮本・佐古・中野・杉村
11 月例会 11 月 21 日（木）18：30～20：30
サンホーム６階
担当：中野班

9.

食事手配 藤井敬子君
食前感謝 新本英二君

12 月号ブリテン原稿
例会報告
中野義彦君 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
横田憲子君
原稿締め切りは 11 月 29 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, 評議会報告（正野）各活動報告の時間がほぼ無制限
で予定時間が延長された。部予算が承認された。
区の事業再編に伴い部則により歩調を合わせるか次期
部長の裁量にまかされることが承認された。
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。
4, 新年合同例会 １月１１日（土）たかつガーデン
13：00～16：00
（申し込み締め切り 12/15）
11 月例会で 出欠確認しクラブ単位で登録する。
5, 東北大震災 お話を聞く会 11/3 11：30～
6、大阪クラブ 85 周年祝会 11/2 ２時～５時
土佐堀ＹＭＣＡ “クラブの過去・現在・未来”

《審議事項》
1,

2,
3,
4,

チャリティラン協賛のお礼にスタッフが
例会参加を希望。
会計 予算書で部役員活動支援金となっているが
区役員活動支援金の誤植であることを承認。

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

例会役割分担
司会
丸尾欽造君
聖句朗読
宮本桂子君
作品展司会
中野義彦君
にこにこ
大谷美佐子君
受付・CD 操作

東ＹＭＣＡ

11 月例会（中野）
展示・投票・進行・役割分担・撤収
11/10 作品締切
11/12 １時～展示 事前にＰＯ（望月）台シート
人気投票袋作成《田中》
審査＝例会当日２時～ 賞状は当日作成
X’s 例会 予算案・計画案が文書で提出された。
日本ライトハウス 今期も見送る。
クラブ会則細則改定について
クラブ細則 ４条４項を
１、会員の年会費は、60,000 円とする。
2、新規入会者の初年度会費は、１０，０００円、
次年度は３０，０００円とする。
賛成多数で承認。

第２５期

第２回評議会報告

１０月１９日 南ＹＭＣＡ2Ｆライブラリーに於いて第２回評議
会が開催された。飯沼部長以下主査・会長・連絡主事等 出席者
は２４名。1：30 定刻に開会・ワイズソング。

まず、飯沼部長が挨拶に立たれ 暑い中部会が盛会裏に
終えられた事に感謝を述べ、青少年問題、地域環境、福祉
介護等の社会問題に取り組む奉仕団体としての原点の確
認と活動が大切だと思うと述べられた。
各事業活動に言及し、地域奉仕・環境事業で部に於いて
被災地支援の事業企画を考えており、ＥＭＣ事業では複数
年期の取り組みの為の推進チーム設置の必要性を検討し
て欲しいとも述べられた。その他の事業にわたって決意や
希望を述べられたが紙幅の都合で割愛する。後日部報・区
報で読んで頂けると思います。
続いて会長・主査の活動報告があり 主たるところでは
① 和歌山・紀の川Ｃ：来年 6/4 チャリティラン開催
11/29 リーダー慰労ボウリング大会
② 奈良Ｃ：１/１１開催の新年合同例会への参加要請
③ 泉北Ｃ：11/10“原発の問題点を探る”後援会
東日本大震災復興支援の集い 素案
阪和部主催で実行委員会立ち上げを提案
④ 地域奉仕・環境事業主査
２月又は３月頃「京都大学原子炉実験所」か
「近畿大学・原子力研究所」の施設見学の予
定
⑤ メネット事業主査 メネットの集い案内第２報が配
布され、障害者作品の出展希望があれば主査
まで申し出てください。
⑥ 大阪ＹＭＣＡ連絡主事
第１回大阪ＹＭＣＡ大会（11/30）案内
⑦ Ｙサ・ユース事業主査
⑥に関し Y’s のブース出展参加要請あり。
休憩の後協議・報告がなされた。
役員会報告にあるものの他
① 阪和部会の仮決算報告
② 次期における次次期部長の立候補受け付け（12 末）
③ 区 2000 チームに代わり部ＥＭＣ推進チーム設置に
ついて、次回評議会までの各クラブで検討課題とする
概略 以上の如し。16：00 閉会した。
《報告 田中》
河内からは正野直前部長・横田ファンド主査・田中が出
席した

５、新企画立案プロジェクトチームの結成について
クラブ活性化ＰＴを立ち上げる
長に横田 Y’s メンバーに正野・望月・田中を指名
参入希望者を次例会で求める。
6, 次次期理事キャビネット

―３―

《部長挨拶》 （横田主査報告）

《田中会長代理報告》

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１３年 １１月報
東松島で被災された

高橋さんの震災体験を聞く

（河内ワイズ地域奉仕環境事業）
１１月３日（日）１１時～１４時 石切パンゲアにて
報告 田中惟介
ボランティアとして松島を訪れていた永友さんと震災語り部として案内されていた高
橋さんとの出会いからこの会が持たれた。福井での会の後大阪へ回られ
た高橋さんは疲れた様子もなく津波の体験を赤裸々に聞かせて下さっ
た。飢えと寒さと体調不良の中での避難所生活はニュース映像でしか知
らない者にとって想像を越えるものであった。時に涙ぐみ興奮し語られ
る様子は今もその体験が癒しがたく刻まれている事を感じさせられた。
ピンクのスタッフジャンパーの華やかな装いの内に秘められた恐怖体
《高橋さん》
験は繰り返し語ることでしか癒されないのかもしれない。パンゲアの
《永友さん》
食事をかこみ語らいの後散会した。
畠平会長の人脈の広がりとメネットさんのおかげで有意義な時間を持てたことに感謝する。
河内からの参加者

大谷・藤井・宮本・望月・田中＆中野・望月・田中メネット・宮本介助者

《パンゲアの手の込んだ料理の盛り合わせ》

奈良ＹＭＣＡチャリティラン 2013

１１月３日（日）生駒山麓公園にて
報告 丸尾欽造
厳しい天気予報の下での開催でした。耐えきれなかった曇天がついに生駒山麓公園に張るテントに雨
水を溜めましたが、すばらしいコースはシューズをよごすこともなく、全プログラムを成功裏に終える
ことができたことを感謝したいと思います。
今回の印象として、開催に関わられた多くの方々の輪（和）の形が素晴らしかったことをお伝えした
いと思います。決して大きな輪ではないかも知れませんが、大人も子供も若者もみんなが笑顔で、特に
子どもさんの偽りのない笑顔と歓声は特筆すべきでしたね。 そして参加と支援に地域性が充分表れて
いて、そこにも和の一部を構成されていることに気づきます。
現場で参加と奉仕の両面でよく支えておられたユースリーダーの姿を拝見させていただきました。若
いからできるのではないでしょう。常に、その場で、何をなすべきか、日頃のお働きの場で培われた和
とリズム感でプログラム進行を支えてくださったのではないでしょうか。奈良クラブのメネットさんの
活躍はメンを越えておられたとお見受けいたしました。どなたも異論はございますまい。書き足りない
ことが多くありますが、奈良ＹＭＣＡにつながる多くの人たちのステージに拍手をお送りいたします。
私に画像記録担当の役割が与えられました。雨から逃げるカメラに無理強いをしました。ときには霧
のベールに視界を妨げられましたが、和の中に入れていただいたことを感謝してファインダーから眺め
させていただきました。来年が楽しみですね。
河内からの参加者

子どもの部・元気にスタート

揃ってゴールのファミリーチーム

望月・丸尾・正野・横田

特別賞を受けた「あゆみの怪」チーム

妖怪の快走に歓声で応援
「写真提供：奈良ワイズメンズクラブ」

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１３年 11 月報
東ＹＭＣＡ所長

①

箕浦史郎

記

全国リーダー研修会報告

２０１３年１０月１２日（土）～１４日（月）今年は「見つめよう・あなた 私
創り出そう ・私 未来」をテーマに京都市野外活動施設 花背山の家にて京都
ＹＭＣＡ主幹で行われました。東枚方ＹＭＣＡからは和田千夏（じんじゃーリ
ーダー）が参加しました。和田リーダーからの所感です。
「3 日間、多くの仲間と話し合う中で、自分と違う意見もたくさんありました。そのときに、違いを放ってお
くのではなく、相手の立場になってものを考えることが大切であり、また、日頃から課題意識を持ち考え・感
じることがとても重要であると学ばせて頂きました。」
②スタッフ紹介 第３回
昨年度は枚方ＹＭＣＡの非常勤スタッフとして、そして今年度
から東枚方ＹＭＣＡの職員となった新野剛史（しんの たけし）
スタッフです！
私は幼稚園の頃にサッカーというチームスポーツに出会い、以
後、地域のサッカークラスに通ったり、中学や高校時代もサッカ
ー部に所属しておりました。そこには、多くの出会いがあり、仲
間と共に成長し、目標を達成することの素晴らしさに魅了され、サ
ッカーにのめり込みました。たくさんの喜び、悔しさがある中で、
自分という人間がサッカーを通して成長し、育まれた事を感じ、当
時の指導者や仲間に感謝しております。YMCA での活動の中で、
私自身が子どもたちと共に学び、喜び、悔しさを感じ、スポーツの
楽しさ、人とのつながりの大切さを伝え、成長の一助となれるよう
励んでいきたいと思います。よろしくお願い致します。
《上

一番左が和田リーダーです》

杉村

徹 連絡主事 記

去る、10 月 1 日（火）は国連の定めた「国際高齢者の日」。大阪ＹＭＣＡと台中ＹＭＣＡ、台中市がこの日、
介護予防フェスティバルを開催しました。
大阪ＹＭＣＡでは、大阪市いきいきエイジングセンターとＹＭＣＡサンホームで転倒予防体操や介護予防教
室、ボランティアに来られている方々の発表会などが催されました。サンホームは、老人会や民生児童委員の
方々へ参加のお願いをし、予想を超える 170 名の地域の方々にご来場いただきました。
ＹＭＣＡと地域との繋がりを大切に、そして人と人をつなぐ働きを続けてまいります。

メネット会のお知らせ

中野涌子

11 月 21 日（木）１６；００～例会の前に集いたいと思います。
気候もよく、ご予定も多々おありのこと存じますが、ぜひお繰り合わせ頂きご出席お待ちしています。

―５―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi ,Japan West November 2013
HAPPY

BIRTH

DAY

１１月－１２月の予定

11 月

11 月

該当者はおられません

WEDDING

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 11 月報印刷・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

ANNIVERSARY

２日 佐古至弘・利子 夫妻
２７日 望月 強・治子 夫妻

12 月
5 日（木）ブリテン 12 月報印刷・発送
第 1 例会 サンホーム６階
１９日（木）役員会 サンホーム６階
２５日（水）ブリテン１月報印刷・発送

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。

西日本区強調月間

加藤

Public Relations Wellness

ワイズデーでワイズメンズクラブのＰＲ活動を！
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
10 月例会出席者数（会員）
メイクアップ
１０月の出席率

信一 広報事業主任

加藤

１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

２５名

２名

メネット・コメット出席数

２名

１名

功労会員・広義会員出席数

名

１０名

10 例会出席者総数

３７名

２名

10 役員会出席者数

１０名

８０％ 10 月会員延べ出席者数

信一 広報事業主任
にこにこ献金
10 月分
今期累計

６，２５５円
21,516 円

名

Wind From Kawachi

人と人との応接は、鏡のようなものである。驕慢は驕慢を映し、
謙遜は謙遜を映す。人の無礼に怒るのは、
自分の反映へ怒っているようなものといえよう。
（吉川三国志巻 6 ）
ワイズ入会前に居た私の世界、体育会系クラブ、学生演劇、会社勤務、経営。その活動の中では企画（計
画）、指示、実施の全てが上意下達。よく言われたのが“俺について来い！”対立があり、葛藤があり、
下剋上めいたものさえあっても経験を積めばそれなりのものを作り出す喜びがあった。
引き換え、ワイズの世界は、紳士の集まり、唇歯の交わり、階級のないことが、新鮮であるとともに企
画・運営に際し歯がゆさを感じていた。 ‘93・1、入会当時は怖いもの知らずで 結構自由奔放に発
言し行動していた。周りも異質な物珍しさで「しょうがない」と思いつつ面白がっていてくれたのだろう。
ヒエラルキーとリスペクト 平等な関係性の中で 円滑に運営されるに必須の要件は敬意であろう。若
者言葉で “ディスる”と言うのがあるらしい。ディスリスペクトの略だそうな。認められたいとの思い
の反映ではないか？と思う。そこで冒頭の長い引用である。認められたければ、認めよう。尊敬されたけ
れば、尊敬しよう。無礼に怒る時、己の無礼をかえりみよう。畠平会長を見ていると１０年前の私（その
時私は会長だった）を思う。当時私に向けられた視線にリスペクトはあっただろうか？今、彼に自分はそれを
反映させているだろうか？ 自戒を込め諸兄にワイズでの取り組み、姿勢を問いたいと思う。

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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