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巻頭言     

   「心・未来」          横田 憲子 

ある人が、今の日本人に欠けているものとして“心・

未来”をあげていた。その言葉を耳にした時、我が子に

「心ちゃん」「未来ちゃん」と２０年前に名付けた人の

ことを思い浮かべた。 

 

 その人はワイズメンとしてＹサ事業主任もされ、ＹＭ

ＣＡの活動として子供広場・子ども科学教室・自然観察会等共に活動

する機会が有った。大阪ＹＭＣＡ創立１２５周年記念イメージソング

では「きみはひとりじゃないよ」の作詞、ご自身のバンドでも歌って

おられた。その出だしの歌詞は、「ヤングパワーを マイハート ユア

ハート いきいき楽しく マイハート ユアハート 自信をいっぱい

持って 一歩踏み出そう」 最後は「Ｙ ワイワイ Ｍ みんな Ｃ チ

ャレンジしよう Ａ ララら明るい未来 これがみんなの ＹＭＣA 

これがみんなの ＹＭＣＡ」 

 

いろんなところで様々なことを見て学んできて、共に活動できる友と意見を戦わしながら活動されたが、

常に頭にあるのは「心と未来」の２文字だったのでしょう。 

 

 目に見える物ではなく内面の心の大切なことを、そして考える葦である人間は常に未来を考え創造する

という大切さを、愛する子供たちに伝えたかったのだと思います。今年の西日本区大会で、ワイズメンと

しての活動を始めたその子供である未来さんを同僚の方からから嬉しい出会いをいただいた。 

            ２０１３～２０１４年度【主  題】 

クラブ主題  『選択と集中』 Selection and Concentration              畠平剛志 会長 
阪和部主題  「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき        飯沼 眞 部長 

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」          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】 イザヤ書 40 章 4 節        （選・解説 岩坂正雄） 

「谷は身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平に、狭い道は広い谷となれ」 
― 黒人解放運動のマーチン・キング牧師の支えとなった聖句であり、 

またそれは、イエス・キリストがこの世に現われたクリスマスのメッセージです ― 

The Y’s Men’s  Club  Of 
OSAKA-KAWACHI 

Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 
 

C/O Osaka Higasi YMCA 
3-1-18 Mikuriya Minami 
Higasi-Osaka JAPAN 
577-0034 
http://kawachi-ys.org 

 
12 月例会プログラム 

12 月５日（木）サンホーム 6Ｆ 
         6：30～8：45 
第１部司会    丸尾欽造君 
開会点鐘     畠平会長 
ワイズソング   一  同 
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 
高瀬区理事・谷本主任 メッセージ 
礼拝・奨励    松岡虔一牧師 
会長の時間      畠平会長 
結婚・誕生祝い    畠平会長 
第２部司会    大谷美佐子君 
聖句朗読・食前感謝 佐古至弘君 

食事・歓談 
インフォメーション 

ハニースマイルズによる演奏会 
ＹＭＣＡの歌斉唱   一  同 
閉会点鐘      正野副会長 



 大阪河内ワイズメンズクラブ   ２０１３年 12 月報  

― 2 ― 

11 月例会報告  
 ２０１３年 11 月 21 日（木）6:30～8:30 

          報告 中野義彦 

出席者(敬称略) 

メ ン  畠平・新本・田中・藤井・佐古・丸尾 

宮本・望月・正野・大谷・中野・杉村・ 

広義会員 伊藤・岩坂 

メネット 丸尾・伊藤・新本・中野・望月・初田  

ゲスト＆ビジター濱田 勉・胎中廉啓・中井信一（奈良） 

通寛通寛（泉北）松岡虔一（サウス） 

今井利子（なかのしま）・増石廣之 

東Ｙスタッフ・リーダー 箕浦史郎（東Ｙ所長） 

澤野（デイサービス）・伊藤（ケアプランセンター） 

               以上 32 名 

久しぶりの、サンホーム６階での

例会で、他クラブよりの多くの参

加者で賑やかな中にも安心と落

ち着いた雰囲気で、丸尾君の司会

で始められた。 

 

初めての経験か宮本直前会長の

聖句朗読は少し緊張していたように見受けられ、畠

平会長よりロビー展への出展感謝等のインフォメー

ションが告げられた。 

サンホームスタッフ、がチャ

リティーラン支援の御礼と結

果の報告、杉村連絡主事より

YMCA 大会への参加要請があ

った。 
（澤野＝デイサービス）・伊藤＝ケアプランセンターの２人） 

大谷クリスマス例会担当より例会

の案内。 

奈良クラブからは新年合同例会へ

の参加の要請がなされた。 

泉北クラブ遠藤

兄よりは次次期

西日本区理事に

指名されたので、

書記として河内

クラブに迷惑を

かけることとなるが正野君にお願いしたいとの発言

があった。 

食事のあとロビー展担当の

中野に進行役をバトンタッ

チし、畠平会長の発案によ

る写真のスライドの映写、

河野先生による解説を中野

が伝える形で行われ、好評

であった。 
（最優秀賞を受ける宮本 Y’s） 

 

にこにこ語録（11 月例会) 敬称略 

             テープ起稿 田中 惟介 

濱田；（奈良）久しぶりに河内へ来ました。昔の会館

の２階でしていた例会を懐かしく思い出しました 

中井；（奈良）楽しいジョイフルクリスマス、リーダ

ーとの合同劇も５回目になります。１２月８日です、

ぜひおいで下さい。 

胎中；（奈良）初めて河内クラブ例会へ来ました。最

近まで教員をしていまして、意岐部中学と教育実践

での交流があったのですが、すぐ隣だったとは知り

ませんでした。（笑） 

遠藤；（泉北）丸尾さんの名司会でくらくらしていま

す。（笑）明日からまた２泊３日で東北へ行きます。

仮設住宅のおばちゃん達とお茶会をします。大船渡、

陸前高田、石巻、釜石を回ります。ここ数カ月、笑

っていないと言う状況だそうです。丸尾さんを連れ

ていったら喜ばれると思います。一緒にどうです

か？ 

佐古；来月１１日にまた手術します。なんか、癌に

好かれているみたいです。何とか無事に帰ってきま

す。よろしく・・・（頑張って～激励の拍手） 

新本；たくさんお越しいただき有り難うございます。 

岩坂；私の孫の一人は奈良Ｙのミュージカルのクラ

ス、もう一人は水泳クラブでお世話になっています。

今後ともよろしくお願いします。（有り難うございます） 

初田メネ；久しぶりに出席して楽しかったです。又

ちゃんと木曜日にして頂けたら出てきます。（笑） 

望月メネ；お祝いやら賞を有難うございます。仲良

く喧嘩しながら長生きしたいと思います。（笑） 

中野；写真展、たくさん応募して頂き無事終える事

が出来ました。ありがとうございます。ヴィジター

の方々は、来年ぜひ応募して下さい。よろしく・・・ 

望月；結婚祝いありがとうございます。女性の肩を

もたれる方が多いですが、忍耐しているのは私です。

藤井；私、食べ物に良くあたるんです。他にあたる

ことは無いのですが、奈良のチャリティランでこれ

が当たりました。とても嬉しいです。ひとつお願い

があります。ここにある東北支援の物産が５点残っ

ています。お買い上げご協力お願いします。（拍手） 

杉村；結婚祝いのスピーチにさすが上手い事 言わ

はるなぁと感動しました。 

新本メネ；楽しい例会ありがとうございました。メ

ネット会にもお世話になりました。 

箕浦；（東Ｙ所長）東Ｙのキャンプや野外の活動には、

皆さんに写真で賞を取って頂くような素材がたくさ

んあります。ぜひご一緒いただいて、写真を私たち

のためにも撮って頂けたらなぁと思います。（拍手） 

宮本；去年は主人が、今年は私が最優秀賞を頂きま

した。宮本家、ありがとうございます。増石さんか

らも副賞を頂きました。写真に興味無かったんです

が、これから少しづつ撮って行きたいと思います。 

丸尾メネ；久しぶりのメネット会とここでの例会、

長い間ここへ来ていなかったような気がします。で

も楽しかったです。ありがとうございました。 

伊藤；姉が１０月に９２歳で亡くなりました。年金

暮らしですので喪中ハガキは出しません。ここでお

知らせしておきます。 

伊藤メネ；今年は親族のお葬式が３つ有って沈んで

いたんですけれど、うれしい事も 3 つ有りました。

孫娘が大学に入り、孫息子が高校に入学し、一番大

きい孫が結婚し子ができると言う事です。年の終わ 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１３年 １２月報 
りに嬉しい事でした。それに、写真展で２つも賞を

頂き今日は来て良かったと感謝しています。（拍手） 

今井；（なかのしま）私、ここ２ケ月、

河内の例会、お休みでした。喜び

ごとを一つ、娘に子供が出来まし

て、ひ孫です、ＹＭCA 大会の日

が宮参りで申し訳ないですが大

会は欠席と申して来ました。 

増石；皆さんの元気なお顔を見られて嬉しいです。

長男が先月やっと結婚しました。３０代でけりがつ

いて喜んでいます。（拍手） 

松岡；（サウス）楽しい写真を見せていただきました。

阪堺線の道路に白のラインで駅を書いてあるところ

を確認してみたいと思いました。どう行けば良いん

でしょう？（玉出から・・・とか、恵美須町から・・とか わ

いわいがやがや）合成写真じゃないのかな？と思い行き

たくなりました （拍手・がやがやが続く） 

丸尾；楽しく例会を進めていただき有り難うござい

ます。実は、今日は予行演習でございまして、来月

の X's 例会も私の司会と言う事になって居ります。

続編をご希望の方はぜひお越しくださいませ。 

正野；今期、Ｙサの主任をさせて頂いております。

今日クラブからその支援金を頂きました。 

畠平；大勢お越しいただき有り難うございます。写

真展の作品の集まりが悪くどうなるかと思っていた

のですが、最終的には多く集まり喜んでいます。パ

ンゲアで震災被害者のお話を聞く会をクラブの地域

奉仕活動の一環と位置付け行いました。クラブから

も大勢参加して頂きました。語り部の高橋さん自身

が引きこもって居られた方で、聞かせて頂く我々に

も、高橋さんにとっても良い機会だったと思います。 

中野メネ；写真の説明をして頂いて、良く分ったこ 

と、良かったと思います。有り難うございました。 

大谷；私、X’s 例会の担当をしています。理事もお

いで下さるそうで、他クラブからもたくさん来て下

さるようにお願いします。 

田中；寒いですねぇ、先月はあんなに暑かったの

に・・秋はどこへ行ったのでしょうねぇ。昔、池田

首相がフランスへ行ってトランジスタラジオを売り

込みました。そして日本はエコノミックアニマルと

言われました。当時それは蔑称だと思われていまし

たが、そうではないんですねぇ。チャーチルを指し

てポリティックアニマルと言ったそうで、アニマル

とは決して単に野獣と言う事ではなかったようです。

この度、阿部総理が後始末の付けようもない福島の

原発を残したままトルコへ原発を売り込みました。

これを称してなんというか、その評価はまだ分りま

せん。地震国トルコで同じような事故が起こったら

賠償を求められます。その点を検討されないまま行

っていると思います。まぁ、それは良いんです。そ

の結果どうなっているのか。それが最初言った１０

月暑く、１１月寒い、秋が無かった。日本は秋無い

国、アキナイノクニになってしまったのではないか

と私は思っています。以上です。（拍手） 

本日のにこにこ ￥２１、９２０－でした。 
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第３9 期 第 6 回役員会報告 

“選択と集中” 

日本区強調月間 EMC-C 
２０１３年 11 月 28 日（木） 東ＹＭＣＡ 

出席者 畠平・田中・望月・藤井・大谷 

横田・宮本・中野・丸尾 

12 月例会 12 月 5 日（木）18：30～20：45  

      サンホーム６階    担当：大谷班 

「クリスマス例会」＆ハニースマイルズ演奏会 

例会役割分担 
司会 １部 丸尾欽造君 ２部 大谷美佐子君    

食事手配 藤井・横田君 

聖句朗読・食前感謝   佐古至弘君    

受付・CD 操作 会計 望月＆藤井君 

1 月号ブリテン原稿 
１２月例会報告 望月強君 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          岩坂正雄君 

原稿締め切りは 12 月 20 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, じゃがいも 集計表が提出された。会計報告は後日。 
3, 新年合同例会 １２月例会で最終登録を求める 

4, 作品展 収支報告書が出された。X’s 献金額決定。 

      写真台紙パネルを会の備品とし、本会計から 

の支出が求められた。承認 

5, Ｙサ・ユース献金早期締切（１１月末）要請 

      正野Ｙサ主任より要請、間に合うように行う 

《審議事項》 

1.12 月例会（大谷）１６：３０集合 

領収書・名札作成 望月 Y’s に依頼  

2, 国際投票 会長に一任 
3, フィリピン支援募金 X’s 例会で個人献金を求め、 

クラブからの献金（￥50000）と合算し 

東 YMCA に託す 

4, クラブ活性化ＰＴ 役員会終了後第１回打ち合わせ 
５.次期阪和部ＥＭＣ事業主査 三木次期部長からの要請 
      次回役員会で審議する 

6, 次期クラブ役員選考状況 次期会長の辞退を受け、 

      問題整理を待つ。１１月末の立候補締め切り 

の後、粛々と次次期の副会長選任を行いたい 

（宮本選考委員会長） 

7, らくらく車椅子登山 （丸尾）実行委員会委員の 

名を挙げ実行委員会を３度予定。 

１２月中にレジメを作成し年明けに第１回 

を招集する。 

昨年同様、現地集合、解散としたい。 

 

クリスマス街頭募金のお知らせ 

１２月 ７日（土）17：30～八戸ノ里 

１２月１４日（土）17：30～八尾 

ウエルネスの子供たちと共に街頭に立ちます。 

ご協力お願いします。 



第１３回ロビー展 開催    
１１月１３日～１２月５日   中野 義彦記 
           

今回、阪和部各、河内クラブより６2 点、ブラザークラブのロシアより１６点が集まりな

お且つ、東 YMCA ウエルネスより４点、スタッフより４点が特別出展されよりバラエティ

ーに富んだロビー展となった。 

会長の発案で初めての試みとして作品をスライド映写し、撮影者に写した時の状況などを

説明いただき、写真家河野先生の解説を進行役の中野がコメントとして伝えた。   

入賞者は下記の通りです。 

最優秀賞 宮本（河内）   優秀賞  神谷（和歌山） 畠平（河内） 

会長賞  岩本（奈良）   伊藤賞  望月メネット（河内） 

佳作 増石（元河内）、遠藤（泉北）、奥田（土佐堀）、永井（紀の川）、吉田（サウス）、伊藤メネット（河内） 

人気投票 神谷（和歌山） 伊藤（河内） 田中（河内） 

 

 

 

 

 

 

 

 
最優秀賞作品         優秀賞         優秀賞         会長賞 

 

 

 

 

 

 
伊藤賞                   人気投票 １位・２位・３位 

 

河内ワイズじゃがいも 販売 合計  ４５０箱 
     

NO. 氏名 所属 箱 NO  氏名   所属 箱  NO. 氏名 所属 箱  NO  氏名  所属 箱 

1 伊藤 圭介 ワイズ 8 16 横田 憲子 ワイズ 28 31 坂本 安世 職員 1 46 奥田 満 一般 1 

2 岩坂 正雄 ワイズ 10 17 松尾台幼 ymca 50 32 加藤 職員 2 47 茨木 一般 3 

3 大谷美佐子 ワイズ 6 18 六甲 YMCA ymca 3 33 松田 職員 1 48 松本かほる ヘルパー 1 

4 大藪 芳教 ワイズ 6 19 ウエルネス ymca 7 34 北野 職員 1 49 上村 五月 ヘルパー 1 

5 佐古 至弘 ワイズ 10 20 金岡 ymca 5 35 田中 職員 1 50 岩永 和子 ヘルパー 2 

6 新本 英二 ワイズ 23 21 荒賀めぐみ ウエルネス 1 36 今井 職員 1 51 改野 聖子 ヘルパー 1 

7 杉村 徹 ワイズ 1 22 武田 龍一 エイジングセ 6 37 西川 勝久 職員 2 52 吉田 絵理 ヘルパー 1 

8 田中 惟介 ワイズ 54 23 山本 尚美 ケアプラン 1 38 宮本 職員 1 53 篠原 ユミ子 洗濯 2 

9 中野 義彦 ワイズ 15 24 塚口 景子 ケアプラン 1 39 横田 職員 1 54 久米 栄子 洗濯 1 

10 初田真佐子 ワイズ 17 25 辻野 治美 利用者 1 40 改野 職員 1 55 為房 晃夫 朝祷会 1 

11 畠平 剛志 ワイズ 10 26 森田 圭 ケアセンター 1 41 松田 職員 1 56 月川 智宏 特養 2 

12 藤井 敬子 ワイズ 25 27 坂之上範子 デイ 1 42 中野 京子 利用者 1 57 榎 宏美 家族 2 

13 丸尾 欽造 ワイズ 5 28 山内 信三 元ワイズ 1 43 一柳  利用者 1 58 食生活 ＹＭＣＡ 4 

14 宮本 桂子 ワイズ 20 29 池田 勝一 元職員 8 44 久保 澄人 フランス 2         

15 望月 強 ワイズ 72 30 尾北 昇 職員 10 45 佐竹美代子 一般 5         

 



 大阪河内ワイズメンズクラブ   ２０１３年 12 月報  

― 5 ― 

 

メネット会の集い報告      中野涌子 

 

11 月 21 日（木）１６；００～   出席者 伊藤 初田 新本 丸尾 望月 中野 

顔を見るなり「お久し振り」皆さん第一声は同じはずんだ声が とびかいました．いろいろ和やかに会話

がはずみましたが、手は一生懸命折紙を折って 鶴を沢山折りました。 

次回は 2 月になりますが、メネット例会の内容を話し合いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

               
                              東ＹＭＣＡ所長 箕浦史郎 記 

             ①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の職員となった乾竜也（いぬい たつや）スタッフです！ 

私は中学生の時に学校のサッカー部に所属し、そこから高校までですがずっと 

サッカーをしてきました。サッカーを通じて技術の習得だけでなく仲間との出 

会いや、試合に勝った時に共に喜び、負けた時には共に悔しがるなど、人とし 

ての成長もありました。サッカーに出会えた事で今の自分があり、当時自分に 

サッカーを教えてくれた指導者、一緒にサッカーをした仲間たちに感謝してお 

り、その素晴らしい感謝の気持ちをより多くの人に感じてもらいたく、ＹＭＣ 

Ａで活動しております。ＹＭＣＡでの活動で自分自身、子どもたちと共に、喜 

び、悔しがり、サッカーというスポーツの楽しさ、人とのつながりの大切さを

伝えていきたいと思います。これからも色々なことを学び、子どもたちと共に成長できるよう努力していきた

いと思いますので、よろしくお願い致します。 

②冬のプログラムに向けて準備が進んでいます！ 

今冬も多くの子どもと約２０人リーダーがスキーや雪あそびのプログラムで活動します。 

現在、座学やミーティングなど準備を進めています。今冬も安全に学びと楽しみにあふれるプログラムを行え

ますようご声援お願いいたします 

  
  

 

秋晴れの 11 月 6 日、特養の外出行事が行われました。 

大阪市立科学館でプラネタリウムを観賞し、その後、ＹＭＣＡとさぼり保育園へ。 

子育て支援の「ぶどうの木」へもお邪魔し、子どもたちと入居者が一緒に遊び触れあう心温まるひと時をすご

しました。 

  
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    
 

 

杉村 徹 連絡主事 記 
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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 

 

 西日本区強調月間  EMC-M 
 

MC の M は Membership。会議や奉仕の中にも「親睦」を大切にし、 

メンバーひとりひとりが成長できるクラブの風土を育てていきましょう！ 為国 光俊 EMC 事業主任 

 

 

会員数（連絡主事を含む） １７名 ゲスト・ヴィジター出席数 １０名 にこにこ献金 

内 広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ６名 １１月分２１，９２０円 

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 ２名 今期累計 ４３，４３６円 

１１月例会出席者数（会員） １２名 １１例会出席者総数 ３２名  

メイクアップ 名 １１役員会出席者数 ９名  

１１月の出席率 70.6 ％ １１月会員延べ出席者数 ２１名  

HAPPY BIRTH DAY   12 月 
２５日 横田 充宏君 

 

 WEDDING ANNIVERSARY 
６日 宮本桂子・善之 夫妻 

１７日 大薮芳教・暢子 夫妻 

 

１１２２月月－－１１月月のの予予定定  

1122 月月  
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  

11 月月  
 １１日（土）新年合同例会 たかつガーデン 

 １６日（木）第 1 例会 サンホーム６階 

２３日（木）役員会 サンホーム６階 

 

  

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 強・藤井敬子 

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   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/ 

Wind From Kawachi   孔子は弟子の由（ゆう）にこう言いました、『お前に知るということ

を教えようか。知ったことは知ったこととし、知らないことは知らないこととする。それが知るというこ

となのだ。』 （論語 巻第一） 

第１３回ロビー展でまったく新しい手法が取り入れられた。アナログからデジタルへ・・・これは画期

的な転換である。継続している企画に変化を求めてきた者にとっては非常に喜ばしい。加えた変化から生

じる様々な問題点をどのようにブラッシュアップするか、して行くか、が今後の課題である。 

募集方法、展示方法、タイトル表示等々。主催者としての完成度、出展者の満足度、鑑賞者への気配り

の観点から総括して、次回へつなげてゆくことが大切であろう。 

我がクラブで継続され、積み上げられてきたもう一つの事業、 らくらく車椅子登山は１８回目を迎え

る。これらの事業は実に膨大な知識の集積であり、今は途絶えているがその数回分の記録ファイルがどこ

かに残っているはずである。きっちりと残されていない事に問題があるとすれば、それは、とにかくやり

終えたという感覚の所為で、確かにさらりとやりこなせるかも知れないが、それでは惰性に落ちる。 

企画は、まず企画する者が楽しみ、参加する者が楽しみ、結果を果実として共有できることを楽しむも

のであると私は思う。しんどさ さえも終わってみればいとおしいものなのだ。苦しんでやり遂げた達成

感を味わえる人になって欲しいと思う故に、この稿を記す。 

 編集子 田中 




