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２０１３～２０１４年度【主
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】 コヘルトの言葉 3 章 17 節

（選・解説

岩坂正雄）

「すべての出来事、すべての行為には、定められた時がある」
― 私たちのはたらきが、時に叶って適切であったか評価し、次年度の備えとしよう

―

巻頭言
「1 年間、ありがとうございました」
畠平 剛志
会長となった最初のブリテン巻頭言は「輝けるワイズの
未来」とのタイトリングでした。
それより 1 年間、色々なことを試させていただきまし
た。成功したこともありましたが同様に多く、誤りました。
試行錯誤という言葉がございます。
辞書には「新しい物事をするとき、試みと失敗を繰り返しながら次第に
見通しを立てて、解決策や適切な方法を見いだしていくこと。
▽「試行」は試しに行うこと。
「錯誤」は誤り・間違い。
」とあります。
最初の 1 回目で成功した事柄は僥倖ではありますが、偶然でしかないか
もしれません。しかし、錯誤から導いた試行に次ぐ試行の先の成功は、
必然でしょう。誤りは必然たる成功の糧であり、そのためには試行が必

6 月例会プログラム
評価・計画
6 月 19 日（木）18：30～21：00
司 会
中野義彦君
開会点鐘
畠平会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
岩坂正雄君
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
岩坂正雄君
食事・歓談
インフォメーション
ワールドカフェ
結婚・誕生祝い
畠平会長
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
正野副会長

要なのです。
私や、皆様にも見えている成功「輝けるワイズの未来」そのためには幾多の試行、そして誤りが必要とな
りましょう。来年度の正野会長、そしてその後の、そのまた後の会長にも、余多の試行をされんことを切
に願います。

大阪河内ワイズメンズクラブ

結婚・誕生祝い 正野 Y's に誕生祝いが、中野夫妻
に結婚祝いが贈られた。

５月例会報告
２０１4 年 5 月 15 日（木）6:30～8:30
報告 編集部メモから起稿
出席者
メ

（敬称略)

にこにこアワー、YMCA の歌、
そして閉会点鐘で終了した。

ン

畠平・新本・田中・藤井・佐古・望月
丸尾・正野・中野・宮本
広義会員
岩坂
メネット
望月・初田・新本・中野・大薮・丸尾
ゲストスピーカー
山下壮起
ビジター
今井利子・松下広子（なかのしま）
木田泰之（サンホームスタッフ）

以上

に こ に こ 語 録
（敬称略）テープ起稿

田中惟介

望月 木田さん、立派になって帰ってこられたよう
で・・・また一緒に仕事をしましょう。よろしく。
中野メネ 今日、無事に千羽鶴出来上がりました。

21 名

（拍手）皆さんのおかげです。

正野 Y's の司会で定刻に開会された。
会長の時間：会員減少の中負担を軽くするためにし
た工夫ですが別の負担をおかけしたかもしれません。
ですが、変わったことはやる理由となっても、やら
ない理由にはならないと思い行いました。来期も工
夫を凝らし変えて行って欲しい。サウスクラブのサ
クランボの案内と Y・Y フォーラムの分団討議のま
とめが来ています。回覧します。
インフォメーション
① なかのしまクラブ 震災被災地の障碍を持つ
方たちの為のチャリティコンサート開催
６月２１日（土）日本基督教団 東梅田教会
13：00 開場 前売券 ￥2000－
② 交流 岩坂 エカテリンクラブのタチアナさ
んが BF 代表として来日 ６月１１日《水》
来阪 南 YMCA２階で歓迎の集いがある。
この後西日本区大会へ向かう。
③ 佐古 メネットが骨折し入院介護となる。
じゃがいもの発注までは責任を持って行うが
例会への出席は出来ないかもしれない
④ ブリテン 最終ページの誤記訂正
⑤ ６月の第２例会を行う。
⑥ 役員会でお願いした「輪」主催のミュージッ
クフェスへのボランティアは Y’s の行事が
重なっているので協会に依頼した。観客とし
てお越しください。
卓話
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扇町教会・山下壮起氏

幕に書かれたテーマと違いますが
用意したレジメに沿ってお話しま
す。とことわり「公民権運動以降
のアフリカ系アメリカ人社会と教
会」について語られた。神学部での研究課題だそう
で 公民権運動以降の社会と教会の変化 Ａ；ブラ
ックパワー運動と教会 Ｂ：教会の保守化新しい世
代の台頭、2000～の教会の変化等を縷々話された。
関心を抱きつつも専門に渡るお話は（私には）かな
り難しかった。

大薮メネ 立派に千羽鶴が出来、
ありがとうございました。お手伝
いでき、良かったです。
望月メネ 良いお話、難しかった
ですけどありがとうございました。
メネット会で小旅行に行ける事、
楽しみにしています。
初田メネ 木田さんをお見かけして、どこの方やっ
たかなぁと思っていたんです。嬉しいです。又よろ
しくお願いします。
新本メネ 扇町教会で説教を聞かせて頂いており
ます。立派な牧師になって下さるようにお祈りいた
します。
丸尾メネ 貴重なお話ありがと
うございました。初田さんも言っ
てましたけど、木田さん、どこか
でお会いしたような・・・ほっと
した気分です。
（笑）
宮本 らくらく登山がワイズと
の出会いでした。今回、初めて体
調不良で行けませんでした。準備
の日と当日だけ熱が出ました。楽
しみにし過ぎていたせいか
も・・・（笑）
今井（なかのしま）あまり教会のことは分らないので
すが、有り難うございました。メネット会の折り鶴、
何をお祈りすれば良いかを話していて、やはり世界
平和しかないなぁと言うことで
書いて頂きました。
松下 （なかのしま） 久しぶりに
ここへ来て、なにかしらほっとし
ています。

―２―

木田（サンホーム） 私の宮古での
経験を何かの機会にお話ししたい
と思います。よろしくお願いしま
す。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年
丸尾 アフリカ系アメリカ人と２
０世紀後半のアメリカの社会的な
仕組みと教会の３っつを並べら、
聴いていると個々の専門的な所は
難しくて良く分りませんでしたが、
アメリカが大きく変わって来て、
今の大統領に至っていると言うこ
とは読み取れる気がしました。後
のことはちょっと難しいです。 先週は長野クラブ、
１０日には東京八王子クラブを訪問してきました。
新本 出にくいところお越し下さってありがとうござ
いました。
中野 ヤマネコと対州馬、ヒトツバタゴ（別名なんじ
ゃもんじゃ）を見に対馬へ行ってき
ました。群生地があり白い花が咲い
ているのを期待して行ったのですが
４月の風雨で散ってしまっていて見
られませんでした。国道沿いに一本
だけ咲いていて写真を撮ってきました。
１０日には京都の大文字あたりへ行き２７０００歩ち
かく歩いてグロッキー気味です。
岩坂 とても良い勉強をさせて頂きありがとうござい
ました。それから木田君、お帰りなさい
横田 変わりつつあるアメリカの一部をお話しいただ
きありがとうございました。良い勉強になりました。
畠平 山下さん、貴
重なお話、ありがと
うございました。い
ろいろお聞きした
い事がありますが
時間が無いので後
で飲みながら聞かせて頂けたら、と思います。連休に
西日本区大会のある岩国の錦川へ行ってきました。カ
ヌーで下って来たのですがとても良い川でした。錦帯
橋も大会の時一緒に行きましょう。
正野 次期のメネット会長をお願いしようと思ってい
たのに、大薮さんが帰ってしまわれてさみしい・・・
ここで言っておけば、ブリテンを見て頂いたら耳に入
るだろうと考えて、意図的に言っ
ておきます。
藤井 木田さんは、娘がメンバー
の時にお世話になっていて、懐か
しく思います。日曜日に天神橋筋
を歩いていて泉北の遠藤ご夫妻に
ばったりお会いしました。甲子園
で気持ち良く六甲おろしを歌って
きたとおっしゃっていました。そ
の翌日、阪神は負けました。
（笑）
田中：らくらく登山で申し込んだ、リッツのケーキ、
藤井さんの分とふたつ持って帰って、甘いもの嫌いな
藤井さんだから要らない・・と言うかなぁと思ってた
んですけど、
（笑）そうは言わなくって何故か塩味の煎
餅を頂いて帰りました。おいしいケーキでしたよ・・・

６月報

第３9 期 第 11 回役員会報告
“選択と集中”
西日本区強調月間 評価・計画
出席者
畠平・田中・望月・正野・藤井
横田・杉村
6 月例会 6 月 19 日（木）16：30～19：00
「ワールドカフェ」
例会役割分担
司会
中野義彦君
食事手配
望月 強君
聖句朗読・食前感謝
岩坂正雄君
にこにこ なし
受付 望月＆藤井会計 CD 操作 司会者
7 月号ブリテン原稿
6 月例会報告
畠平剛志君
役員会報告
横田憲子書記
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
正野忠之会長
原稿締め切りは 6 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
CS（横田）
東北支援の一環として森松明希子さん
の著書 47 冊販売。残部僅少。
らくらく車椅子登山の CS 申請（会長）
書類の追加を求められ提出した。
2, 区大会登録手続き（会長）
完了した。登録費を今月末までにクラブ単位で
行うこと。
自家用車での参加台数を登録。
《審議事項》
1. ６月例会 役割分担＝上記
例会時間を３０分延長する
ワールドカフェの為の用具購入費￥5000－計上
する。
杉村連絡主事にパワーポイント設定依頼する。
2, ６月第２例会（正野）5 日（木）17 時～19 時
レジメを用意する。
会長主題、４０周年祝会の件、クラブ活性化ＰＴ
等の課題についてフリートーク。

―３―

例会の前に集まって
折り鶴を仕上げました。

出来上がった３組が
会場をかざりました。

メネット会長

中野涌子

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年

６月報

東ＹＭＣＡ所長 箕浦史郎

記

「リーダートレーニング」
毎年４月～６月こどもたちと一緒に安全で有意義な活動を行なうため、リーダートレーニングを行なってい
ます。
５月３日～５日に紀泉わいわい村で野外活動のリーダートレーニング実技を行ないました。
ＹＭＣＡキャンプと同じようにリーダーたちはグループに分かれ、生活スペース作りからトレーニングを始め
ました。食事は全食自炊！

配られた食材を使って、それぞれ工夫しながら美味しい？！ご飯を作りました。

今回のメインプログラムは、竹とロープだけで造る野外テーブルです。初めて竹を切るリーダーもおり、グル
ープで知恵と力を合わせて野外テーブルが出来上がりました。普段は行なわない活動を行なうことによって生
まれる創造性、協働する力などをリーダー自身が実体験することにより、こどもたちに伝えることがまた一つ
増えたことと思います。
皆様のお支えのもと、リーダーたちは成長しています！今後のますますの成長にご期待ください！

杉村

徹 連絡主事

記

ＹＭＣＡサンホーム外出行事
特養は毎日がスケジュールの中で動いており、入居者にとっても刺激や変化の少ないことが、ケアの課
題となっています。そこで、サンホームでは、以前から特養入居者を対象に外出行事を行い、少しでも季
節の変化を感じたり、日頃と違った環境、食事の機会を提供したりしています。
2000 年の介護保険導入前、まだ措置制度の頃は、潤沢な措置費の中で、伊勢志摩や山中温泉など遠方
まで、リフト付き大型観光バスをチャーターして出かけていました。しかし、介護保険制度では、利用料
やその他の費用は入居者からいただくことになったため、特養の入居者にとって外出行事は困難になりま
した。なぜなら、外出支援者の費用を負担する必要がある、つまり最低 2 人分の費用が必要だからです。
また、介護保険料が上昇する中で、介護度は同じなのに、実際の介護状況は重くなっている、という現状
があります。つまり、介護報酬は同じなのに、必要なケアと人員は増えているということです。
毎年、外出行事の行先には頭を悩ませています。できるだけ近くで、バリアフリーで、トイレやレスト
ランの設備が整っていて、かつ、楽しんでいただける所となると、そう多くはありません。ＵＳＪにしよ
うか、それとも農業公園にしょうか、と悩みましたが、今年は久しぶりに海遊館にしました。天候に恵ま
れ、海を見て、水族館を楽しみ、おいしい食事も満喫しました。今年度はもう一回、どこかに出かける予
定です。さて、どこに行きましょうか…。ワイズメンズクラブの皆様、どこか良い場所がありましたら、
ぜひ、お知らせください。

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ
大阪河内ワイズメンズクラブ
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2013～2014 の軌跡

７月： 16 日、畠平会長の Kick off 例会。ミニオークションと称し賑やかにオークションが行われた。
例会出席者数＝20 名
８月： 10 日、上本町 百楽で３クラブ（サウス・長野・河内）合同例会があった。
マニラでのアジア大会へ望月夫妻が参加。
例会出席者数＝32 名
9 月： 14 日、紀泉わいわい村で阪和部会。阪和部から 67 名、区役員他 48 名 計 115 名が集った。
河内からは 7 名参加
29 日、リーダー21 名を例会に迎え今夏の活動報告を聞く。
例会出席者数＝41 名
23 日、南 YMCA で EMC シンポジュウムが行われた。
新企画立案プロジェクトチーム《後にクラブ活性化ＰＴ》が結成された。
10 月：14 日、チャリティラン例会。8 時 30 分～15 時 30 分という長丁場、ハードだったが
爽やかなお天気のもと、リフレッシュする良い機会だった。
例会出席者数＝37 名
19 日 第２回阪和部評議会。
28 日 じゃがいも入荷。
11 月： 3 日、東北大震災のお話を聞く会が石切パンゲアであった。
21 日、写真展例会。第 13 回ロビー展開催
例会出席者数＝32 名
12 月： 5 日、クリスマス例会。高瀬理事・ハニースマイルズを迎え１階ロビーで開かれた。
例会出席者数＝31 名
１月： 11 日、上本町たかつガーデンで新年合同例会があった。奈良クラブホスト。参加者数＝９５名
内、河内＝13 名
16 日、通常例会。役員信任投票とミニオークション
例会出席者数＝16 名
２月： 15 日、第３回評議会とファンド理解の為のフォーラム。南 YMCA
20 日、TOF 例会。即席麺等各自持参！
例会出席者数＝20 名
３月： 16 日、震災復興支援フォーラム。南 YMCA
20 日、メネット例会。 “シャンソンの ゆうべ”
例会出席者数＝29 名
29 日、第９回車椅子清掃奉仕。
30 日、クラブ研修会。石切パンゲアにて
メン・メネット 15 名参加
４月： 12 日、Y・Ｙフォーラム。南 YMCA.
27 日、らくらく車椅子登山（第 18 回）例会
例会出席者数＝117 名
５月： 15 日、通常例会。 卓話 山下壮起氏
例会出席者数＝21 名

いろんなシーンが 紙面をかざりました。５月までの例会出席者数総計３９６名。
そして６月：19 日、“ワールドカフェ” 例会出席者数＝□□名
畠平期の掉尾を飾りましょう。

―5―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West June 2014
HAPPY

BIRTH

２日 佐古
7 日 伊藤

WEDDING

DAY

６月－７月の予定
6月

6月

利子さん
玲子さん

5 日（木）ブリテン印刷・発送・第２例会５時～
１１日（水）BF 代表 阪和部歓迎会 南 YMCA
１４～１５日 第１７回西日本区大会 岩国
１９日（木）第１例会 サンホーム６階
２１日（土）第４回評議会
２６日（木）役員会
サンホーム６階

ANNIVERSARY

今月は該当者がおられません

7月
3 日（木）第２例会・ブリテン印刷・発送
１７日（木）第１例会 サンホーム６階
２４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

評価・計画

クラブが発展するために計画の進捗管理をおこない、
成功と失敗の経験と知識をきちんと次期に引き継ぎましょう！
会員数（連絡主事を含む）
内

１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

４名

２名

メネット・コメット出席数

６名

１名

功労会員・広義会員出席数

１名

広義会員・功労会員数

特別メネット
５ 月例会出席者数（会員）

１０名

メイクアップ

２名

５ 月の出席率

８０％

５例会出席者総数

高瀬

稔彦 理事

にこにこ献金
５月分

１５、６８０円

今期累計１１６，１６６円

２１名

５ 役員会出席者数
５月会員延べ出席者数

７名
１８名

Wind From Kawachi

このコラムから吹く風が部や区に小さな旋風を引き起こせたらと言
う願望があったのだが、いかんせん、部数も少なくあまり読まれなかった為か希望通りにはならなかった。
故に４月、５月はクラブ内に向けて、それも今後クラブを牽引して行く方々に向けて言い残しておきたい
との思いで書いてきた。・・と、ここまでは前号を発行するまでに書いておいたのだが、続きを書きかけ
た時、以下の文章に出あい衝撃をうけた。
「私たちは自分の内側（思考）を変えなければ、行動を変えることができないし、外側に対する影響力を
持つこともできないのです。」（スティーブン・R. コヴィー） 自分が変わらなければ 周囲の物事も変
わらない。問題はいつも自分の中にある・・・・・
問題だけでなく、答えも自分の中にあったのだ。満たされない不満の矛先を向けるのは まさに自己の
生き方に対してでなければならなかったのだ。想像力や感性を磨く努力をいつの間にか怠ってしまってい
たのだ。 ヒリヒリするような緊張感の中の対話を求めていながらそのような場に身を置くことを怠って
いた。この先を思いながらいつの間にか目をそらせていた。ぬるま湯に浸っていたのは怠惰だと言うほか
ない。
そこで 自分で決めた（ワイズとしての）賞味期限の切れないうちに今、為すべき事を考えるに至った。
涸れかけている想像力の泉を満たすために、飛ぶことを忘れた翼を鍛える為に心の旅に出かけたい。
わがままを承知で申し上げる。充電・リセットする為に半年か一年お休みする。多くの辱知辱交を頂い
たワイズの組織は得難いものであると確信しているから、もう要らない、と言われないうちに必ず戻って
きます。 ごきげんよう・・・
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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