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第82歳の青春

伊藤圭介

２０１４〜２０１５年度【主
題】
『ＦＵＴＵＲＥ ＣＯＤＥ 未来への鍵−１人ひとりの役割を見つけようー』
「共にひとつの”わ”になって！！」Letʼs groe into a circle of harm oney!!
「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other
こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
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 “Talk Less,Do More” 言葉より行動を
スローガン
“Do it Now”今すぐやろう！
クラブ主題
阪和部主題
西日本区主題

７月３１日発行

正野 忠之 会長
三木 求 部長
松本 武彦 理事
岡野 泰和

地域会長

IP Isaac Palathinkal

国際会長

【今月の聖句】 マタイによる福音書5章９節
（選・解説 岩坂正雄）
「平和を愛する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる」
ー終戦記念日を覚え、ヒロシマ・ナガサキを経験した国の人間として、平和憲法を守りぬく勇気を発揮し
ましょうー

!

巻頭言

82歳の青春

伊藤圭介

功労会員にして頂き1年が過ぎた。つまり例会には以来出席していない。
退屈に過ごすのではないかとか、目的を失うとボケるのではなど実は当
初心配していた。ちょっと大げさに云うと実は毎日スケジュールを消化
するのに忙しい。趣味が多いのが幸いした。カメラ関連を一つ取り上げ
ても毎日楽しく過ごせる。撮るのは勿論だが、新製品のカメラのカタロ
グを見て、これを買ったらなんて想像するのが楽しい。Facebookに写
真を載せているが国境を超えて市民レヴェルで「いいね」なんて言われ
て悦にいっている。旧友とFacebookを通して再会もある。海外旅行も
今年行く積りだったが、高血圧症だから冬に向かう旅行は注意したほう
がいいと言われたので、国内旅行を偶には行き、Facebookにいい気に
なって載せていきたい。特に多くのロシアのワイズメンとFacebookで
交流が続いているのが嬉しい。余生が何年残されているか分からないが
今が青春だ。何か一言と問われたとしたら「いくら要領よく振る舞って
も”信頼“を一旦失うとワイズでは生きていけない」と云うのが５０年を
ワイズで過ごした男の経験から言える。

!

8０歳を超えても青春を楽しめるのも大阪河内クラブと云う“故郷”があるからと感謝している。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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７月例会「奈良傳賞例会」報告：畠平剛志

日時：２０１４年７月１７日（木）１８：３０〜
２１：００
場所：東ＹＭＣＡ
出席者：出席者 3１名（敬称略、順不同)
メ ン 新本・佐古・丸尾・中野・望月・畠平・杉村・
藤井・ 正野・宮本 ・横田
広義会員 岩坂
メネット 望月・新本・丸尾・初田・大薮・中野
ビジター 和歌山クラブ 三木求、京都トップス
クラブ
渡部與志夫、船木順司、大阪泉北クラブ
遠藤通寛、京都パレスクラブ 人見晃弘、宝塚ク
ラブ 石田由美子、大阪土佐堀クラブ 丹吾礼、
なかのしまクラブ 今井利子、和歌山クラブ 東
正美、大阪サウスクラブ 松岡虔一、東良學、寺
岡博也、吉田芳子

訪問していただき、「奈良傳賞例会」として受賞の
喜びを新たにさせていただきました。
京都パレスクラブ人見晃弘メンの提供で、西日
本区大会での表彰式の様子をビデオ上映いたしま
した。

受賞者がすぐ隣に座っておられるなかでの上映は、
受賞の瞬間には拍手が巻き起こるなど、まさに「あ
の感動をふたたび」体験させていただきました。

!

今月の例会はゲスト
の人数も多く、とて
も華やかで、正野会
長の門出にふさわし
いものとなったので
はないでしょうか。

!
!

７月例会は正野会長のキックオフ例会であり、三
木求阪和部長をお招きし、役員交代式を実施いた
しました。
丸尾メン手書きの横断幕には「FUTURE
CODE
未来への鍵 ー１人ひとりの役割を見つけようー」
という会長主題が掲げられ、多くのメン、メネット、
そしてゲストに見守られながら正野会長期がスター
トいたしました。
今例会は部長公式訪問ということもあり、三木部
長より阪和部主題「共に一つの”わ”になって！！」
があらためて披露され、阪和部部長方針をスピーチ
していただきました。

!

また、当クラブの新本メンが先の西日本区大会で
奈良傳賞を受賞したのは記憶にあたらしいところ
ですが、今例会には同時に奈良傳賞を受賞された
京都トップスクラブ渡部與志夫メンもゲストとして

大阪河内ワイズメンズクラブ

（写真右）
六甲部会のアピールをさ
れる宝塚クラブ 石田由
美子メン

（写真上）
アジア大会アピールをされる遠藤通寛次期理事、京
都トップスクラブ 船木順司メン、京都パレスクラ
ブ 人見晃弘メン
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７月例会

!
!

担当

ニコニコ語録

中野メン、中野メネット

それでは私たち夫婦でさせていただきます。河内一
番の美男美女です。よろしくお願いします。（時間
の都合でビジターのみお話しいただきました）

!

吉田芳子さん ：新本さん、渡部さん、この度は
おめでとうございます。新本さんには私たち
夫婦がワイズに入るきっかけを作っていただきま
した。ありがとうございました。
寺岡博也さん ：阪和部１５０推進チーム委員長
の寺岡です。河内クラブもＥＭＣの委員会を持って
おられますけども。できましたら推進チームを結
成していただきまして、数々の入会者を入れていた
だきますように、よろしくお願いします。
松岡虔一さん ：新本さんと渡部さん、おめでと
うございました。
東 良學さん ：ライブラリコンサートの実行委
員長もさせていただいてまして、2007年11月から
始まって7月12日で第70回を迎えました。クラシッ
クということでなかなか馴染みが難しいのですけ
ども、たまたま熟練のピアニストとユニークなア
コーデオン奏者がいらっしゃって、１２０名ほど
の来場者で、関係者が慌てて椅子を用意するほど
でした。三木部長もおいでになられました。
東 正美さん ：阪和部会お待ちしております。く
どいようですけど、一人でも多いと私が仕事をし
たことになります。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

遠藤通寛さん ：次期理事の遠藤です。今、西日
本区から西日本区大会のホストクラブとコホスト
クラブ選出の督促を受けていまして、河内クラブ
の皆さん、ぜひ心に止めていただきまして、ご協力
よろしくお願いします。

大阪河内ワイズメンズクラブ

三木求部長
共にひとつの輪になって〜！
阪和部会よろしくお願いします。阪和部報の広告
協賛もよろしくお願いします。
渡部與志夫さん：今日は楽しい例会に参加させて
いただきまして、ありがとうございました。また
機会がありましたら寄せていただきたいと思いま
す。
船木順司さん ：京都トップスクラブの船木と申
します。今日はありがとうございました。外のク
ラブへ行くと必ず自分のクラブと違うところを見
つけます。今日も１つありました。役員の交代式。
こういう形でやっているクラブはなかなかないです
ね。交代式で普通に引継ぎはしますが、（部長が）
文章（式文）を読む形は全然ないです。ですので、
非常に新鮮でした。勉強になりました。

人見晃弘
：河内クラブとのご縁をいただい
たのは船木さんでした。船木さんが部長をされてい
た時の同期部長が正野さんです。その縁が新本さん
と渡部さんをつなぎ、丸尾さんともつながってい
る。そのようにつながっていくのがワイズメンズク
ラブの良さなんだなと思いました。正野さん、こ
の１年も、頑張ってください。ありがとうござい
ました。
石田由美子さん：宝塚花組、石田由美子でござい
ます。初めて大阪河内クラブに来させていただきま
した。本当にこのご縁を感謝しています。きっかけ
は正ちゃんなのですが、私どものクラブに一人、
八尾に住む者がいます。（宝塚クラブの杉谷会長）
こちらに取られないかと心配しています。今日はど
うもありがとうございました。一度宝塚クラブへ
もお越しくださ
い。
丹吾 礼さん
：大阪土佐堀ク
ラブの丹後と申
します。土佐堀
は、ひまわり３
人娘と言って若
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手の女性が３名いまして頑張っています２年後の
６５周年に向けて、今いろいろと準備していると
ころです。先日、中西部には若手で作る「わかって
んの会」という会があり、頑張っていろいろなと
ころへ出ていこうとしています。今日はこのような
形で来ることができて良かったです。
今井利子さん ：渡部さん、新本さん、本当にお
めでとうございました。渡部さんとはメネットさ
んと先にお知り合いになったように思います。土
佐堀クラブは若い只野さんが会長になられて、（亡
くなった）お父さんに見守られながら頑張ってい
ることと思います。一方、灰谷さんは１００歳ま
で生きると言って、朝５時から運動をされているそ
うです。今日は本当にありがとうございました。

!
!

以上

7月役員会報告
記録：書記 横田憲子
出席者：正野・丸尾・新本・望月・畠平・杉村連
絡主事・横田
日 時：7月２４日（木）７時~9時
場 所：東ＹＭＣＡ6階
１、8月例会
担当：地域奉仕・環境事業委員会（宮本・藤井・
新本・丸尾）：ＥＭＣ事業委員会［望月・田中・
畠平・大谷］
日時：8月２１（木） 6時30分〜8時30分
場所：東ＹＭＣＡ6階
会費：メン2000円・メネット1000円・コメット
無料 （ビールあり）
２、9月ブリテン原稿
締め切り8月29日
サンホームニュース 杉村
例会報告 宮本
Ｙニュース 箕浦
ニコニコテープ 畠平
巻頭言 横田
役員会報告 横田
３、9月例会は通常例会
４、審議事項
① 前期決算報告・今期予算案報告
前期決算は岩坂監事の監査を経て報告され異議な
く承認された。今期予算案は、詳細の確認を経て
承認された。
② じゃがいもファンドの件
10月26日搬入で昨年の業者で実行される。

大阪河内ワイズメンズクラブ

③ 第1回阪和部評議会 第4号議案の持ち回り審
議の会計部分について
正野会長より、修正案に賛成する旨報告があり、
役員会で承認された。
④ 河内クラブ40周年に関して
正野会長から次の通り説明がされた。
・ＹＭＣＡを支援するための周年事業計画にした
い。
・チャーターメンバーの方々と意見交換の場をもち、
具体的に進めてゆきたい。
尚、クラブ員との意識確認を深める必要があるの
ではという意見も出た。
⑤ 大阪ＹＭＣＡチャリティーランへの取り組み
について
東ＹＭＣAに関わる代表として杉村・箕浦・正野の
3者が話し合いを持ち、チャリティーでお金を出す
側と走る側ではなく、お互いが協労して何かでき
ないかという提案が出された。ワイズとしてはＹ
サービス・ユース事業委員会で何かを考えることに
する。プログラムが終わってから どのような形
で成果が有ったのか検討してはどうかという意見
もあった。新会員獲得に関しても、周年事業やチャ
リティーランの取り組みをしながらＥＭＣに繋が
ることにしたい旨が会長より説明される。
⑦、メネット会に関して
今期は、連絡担当として正野会長がその任にあた
ることを承認された。
⑧、大阪ＹＭＣＡ東北支援発達障害プログラム支
援について
今年度、仙台で開催されるプログラムに５万円の
献金をすることを承認された。尚、昨年度は同プ
ログラム（六甲親子キャンプ）を献金で支援

!

阪和部2014-2015EMCフォーラム

報告：畠平剛志
7月12日(土)18：00〜20：00
南ＹＭＣＡに
てEMCフォーラムを開催いたしました。
河内クラブからは正野忠之(会長)・望月強・横田憲
子・宮本桂子・畠平剛志(EMC主査)が出席いたし
ました。
阪和部HPに三木部長の手による詳細な議事録
（テープ起こし）が掲載されておりますので、ぜひ
一度閲覧の程をお願い致します。
阪和部HPは「ワイズメンズクラブ 阪和部」で検
索して下さい。
記事URLは下記のとおりです。
http://yshanwa.boo.jp/?p=1400

!
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YMCAニュース

箕浦史郎

「全大阪YMCA夏期プログラムリーダー研修会」

!

7/5(土)に南YMCAにて「全大阪YMCA夏期プログ
ラムリーダー研修会」が実施され、東YMCAから
も9名のリーダーが参加しました。今回の研修会は
関西医科大学滝井病院の柳本先生を講師にお迎え
して「子どもを育む自己肯定感」についてお話をし
ていただきました。子どもの自己肯定感はどのよ
うに育まれていくのかを順を追ってお話をしてくだ
さった後、「できた」ことほめるだけでなく「チ
ャレンジ」したことをほめること、「叱る」こと
と「怒る」ことの違いと「叱る」ことの大切さ、
見守れらることを感じる接し方などリーダー活動だ
けでなく、これから良き大人(親)になっていくリー
ダーにとって大切な学びの時間となりました。私自
身もお話を聞きながら「手を出すな、しかし見守
り続けろ」とリーダー時代から教えていただいてる
言葉を改めて考えるよい機会ともなりました。も
うすぐ夏期プログラムが始まります。子どもの「自
己肯定感」が育まれる活動ができるよう見守り続
けていただけるようお願いいたします。
*柳本先生は西YMCAの元キャンプメンバーでし
た。この繋がりもYMCAの素晴らしいところです
ね。

!
サンホームニュース
!

!

★西日本通年強調目標

PR★

各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。
加藤 信一 広報・情報委員長

!

★西日本区強調月間
Youth Activities★

YMCAを理解し、ユースに寄り添い、ワイズの
活動を理解していただき、身近に感じてもらいま
しょう。
藤本義隆 Yサ・ユース事業主任

!

杉村徹

★編集後記 （畠平剛志）

!

YMCAサンホームでは、7月23日から8月11日ま
で、「聖句書道展」を開催しています。今年で10
数回目となる聖句書道展は、入居者や利用者の
方々にも好評で、毎日たくさんの方が鑑賞されて
います。聖句書道の講師としてご活躍されている、
「みとキリスト教会」の佐藤牧師が、東大阪朝祷
会(サンホームで毎月第一火曜日開催)に来られたこ
とがきっかけで始まりました。
それぞれの聖句の意味することは難しいのかもし

大阪河内ワイズメンズクラブ

れませんが、素直に句を読むだけでも、日々の喧
騒の中で、ひと時の癒しを与えてくれます。お時間
がありましたら、ぜひ一度ご覧ください。

皆様、今月も原稿提出にご協力いただき、ありが
とうございました。
まだ編集をはじめて２回めと不慣れなもので、田
中前編集長、丸尾元編集長、正野会長に手助けし
ていただきながら、何とか発行にこぎつけている、
というのが現状です。皆様にはご多忙中申し訳あ
りませんが、締切厳
守にご協力いただけ
ると助かります。
さて、先週の２５日
は天神祭でした。
大阪は天神祭の時期
が一番暑く、過ごし
にくい時期です。皆
様も何卒、ご自愛く
ださい。（写真は天
神祭船渡御です。）

!
!
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８月〜９月の予定
８月２１日（木） 納涼例会 サンホーム６階
８月２８日（木）役員会 サンホーム６階
９月１３日（土）阪和部会
９月１８日（木）第一例会 サンホーム６階（予定）
９月２５日（木）役員会 サンホーム６階

!
会員数（連絡主事を含む）
内

１７名 ゲスト・ヴィジター出席数

13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 今期累計28,426円

広義会員・功労会員数

特別メネット
７月例会出席者数（会員）

11名 6月例会出席者総数

10名

1名 6月役員会出席者数

7名

メイクアップ

!

７月の出席率

80％

にこにこ献金
7月分

28,426円

17名

6月会員延べ出席者数

８月納涼例会
Youth

!

Activities

日時：8月２１日（木） 6時30分〜8時30分
場所：東ＹＭＣＡ6階
会費：
メン2000円・メネット1000円・コメット０円

!

担当：
地域奉仕・環境事業チーム
（宮本・藤井・新本・丸尾）
ＥＭＣ事業チーム
（望月・田中・畠平・大谷）

７月例会より

!
!
!
!
!
!
!

HAPPY BIRTH DAY 7月
５日 宮本善之君
５日 藤井中君
２２日 中野義彦君

!

WEDDING ANNIVERSARY
今月は該当者がおられません

第４０期

会 長:正野忠之 副会長:横田憲子
メネット会

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・横田憲子

直前会長:畠平剛志

会 計:宮本桂子・藤井敬子

連絡主事:杉村

徹

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/

例会場・役員会場

：サンホーム

大阪河内ワイズメンズクラブ

東大阪市御厨南３−１−１８
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