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巻頭言『枯れ木も山のにぎわい』初田真佐子
2008年に亡くなった主人は、自他ともに認める熱心なY.Sメン
でYキチでした。
亡くなる2ヶ月前迄ブリテン作りに携わっていました。
病状も進み色々と考える事があったのでしょう。病床にある時「自
分がいなくなってもメネットとして残るようにな」との遺言でし
た。
何事にも消極的な私を少しでも人様と交わるように思っての事で
す。
あれから8年以上が経ち、私も当たり前の様に残り、毎月例会に
出席しています。
少々の雨風にも負けず自転車で15分程かけて出席しています。
出席率90％以上かな？メンバーの皆様も諸事情で少なくなり寂
しい限りです。私一人位と思う気持ちもありますが、枯れ木でも
数のうちと思って居ます。
人様の話を聞くのは楽しく、色々と刺激を頂いています。Y.Sは
特別な場所です。
【今月の聖句】【テモテへの第1の手紙6章7節】
気力、体力がある限り参加してお手伝い出来た
「わたしたちは、何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っ
らと考えています。
てゆくことができません。」ー有り余る中からの慈善ではなく、持て
それにより私は元気を頂いて居ります。
るものを分かち合う心でワイズ基金を豊かにしましょう。
（選・解説
★西日本区強調月間

JWF★

岩坂正雄）

2015〜2016年度【主

題】

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人や

クラブ主題

「継承と改革」Inheritance and Innovation

クラブの記念に合わせて献金をお願いします！

阪和部主題

「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」

宮本桂子

会長

Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest!

森本榮三 JWF管理委員長（大阪高槻クラブ)

副題「活力ある阪和部に躍進しよう」
西日本区主題

「ワイズ魂で

生駒義範

部長

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs spirit!
副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」 岩本

悟

理事

Doubling membership through having substantial and active service!
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
2月例会出席者（会員）

１5名

ゲスト・ヴィジター出席数

3名

にこにこ

1名

メネット・コメット出席数

4名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

13,900

10名

1月例会出席者総数

17名

今期累計

メイクアップ

0名

1月役員会出席者数

7名

125,340

2月の出席率

71％

24名

（円）

アジア地域主題

ワイズ運動を尊重しよう

Tung Ming Hsiao 地域会長
スローガン

“Solidify the Yʼs Men Family for Better World”
よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう

国際会長主題

“Our Future Begins Today”

私たちの未来は、今日から始まる
JOAN WILSON 国際会長

スローガン
1月延べ出席者数

“Respect Yʼs Movement”

“Together We Can Do So Much More”
手を取り合えば、もっと多くのことができる

★2月TOF例会報告

記：丸尾欽造

出席者 メン
岩坂・佐古・田中・畠平・藤井・丸尾・
宮本・望月・横田・杉村
メネット 大藪・丸尾・望月・初田
ビジター 今井敏子（なかのしま）・谷川一人（堺）・五
十嵐鈴代（堺）
合計１７名
寒い日が続く如月。温かい食事を楽しみた
いところではあるがワイズでは断食の月、
お茶とお菓子で例会をもった。食事を省い
たお金は全世界で集められ国際プロジェク
トに捧げられる。今期、国際協会がTOFか
ら支援するプロジェクトのいくつかを列記
しますと、①韓国釜山ＹＭＣＡと韓国地域
ワイズメン医師団によるカンボジア・ラオ
ス・ミャンマーでの医療活動への援助②モ
ンゴルＹＭＣＡへの十代の若者の性感染症
予防対策プロジェクト「ヘルシー・フューチャー」への支
援③ハイチＹＭＣＡの辺境に住む若者の貧困と教育活動へ
の支援④アフリカ・Y CARE Internationalによるマダガ
スカルの若者への研修支援⑤ペルーYMCAとYMCA San
Borja-Lima ペルーへの活動支援⑥Västeräs Sweden クラ
ブとネパール孤児支援団体への活動支援など、他にも各エ
リアでの継続的な支援活動に用いられています。言葉では
「トフ」と聞きなれていましても、現実的にどのような用
い方をされているか、その一端をご紹介させていただきま
した。
河内クラブでの２月例会は、例年、「ワールドカフェ」
プログラムでスケジュールされています。文字通りお茶を
頂きながら様々なテーマを前にテーブル毎にお話を展開す
るもので、今年は「ボランティア活動」についての課題が
与えられました。出席者が少なかったこともあり、セット
されたテーブルは最小の４テーブルにとどまりました。
「記憶に残るボランティア活動は何ですか」で、スター
ト。それぞれに、自分の経験や心に残る活動を話されたこ
とでしょう。微妙に表現や事例の違いも見受けられたよう
ですが、全てのテーブルでの進行状況は残念ながら把握す
ることはできませんでした。現状を踏まえた上で、今後の
活動に繋がるヒントらしいものを見つけることができたの
かどうか、デスク毎のパネルに記されたコメントを検証す
る必要があるのではないかと感じています。時間的には、
詰めの段階で打ち切る場面もありましたが、個々のもつ姿
勢や見識を伝える上では言葉尻も丸くて会話が進んだこと
と思います。抽象的なまとめに終始いたしましたが、みな
さんのご感想に期待いたします。

★2月ニコニコ語録

テープ起こし

杉村徹

▷五十嵐さん 本日はありがとうございました。楽しいひ
とときでした。

▷横田さん 将来の活
動って考えた時に、大
阪ＹＭＣＡの拠点が少
なくなっている。これ
から先の計画が立てら
れないような気もしま
す。中西部や阪和部の
皆さんが集まって一度話をしないといけないようにも思い
ました。
▷丸尾さん 先日の東西日本区交流会では、今後どのよう
な関わりを社会と結んでいくか、２０２０年ワイズ設立１
００周年であり、ワイズが何をしていくかを話し合った。
ＹＭＣＡを理解できているワイズメンがワイズを理解して
いるＹＭＣＡのために活動していくことがワイズメンだと
思います。ワイズ活動においても、その活動一つひとつの
意味を確実に理解して大切に進めていかないとと思います。
このような場で共有していくことができれば、より良いワ
イズ活動になると思います。
▷岩坂さん 夢を描きました。アメリカのワイズメンにお
願いして、アメリカにわたってトランプさんに会いたい。
なんでも自国第一主義を卒業するように、ワイズメンに入っ
てワイズメンになるようにと言いたいですね。
▷佐古さん 私は皆さんと共に長くいますが、ワイズメン
がＹＭＣＡに何を奉仕するのかをもう一度考え直さないと
いけないと思う。できることはやる。ＹＭＣＡも頑張る必
要がある。らくらく登山以外にも頑張っていきたい。
▷今井さん ありがとうございました。最初のグループは
あんまりボランティアということが分からなくて、「嫌な
ことを頑張ってしてくれる方」などささやかな話だった。
次は「奉仕活動は何？親切で優しさからのことなのか」と、
そんな話になった。最後に「大きな夢の話」になった。個
人のことを言うともうあんまり奉仕活動はできないかなと
思いますが、元気にあちこちへ出ていくと、「今井さん、
元気で頑張っているな。私も頑張ろう」となれば、それで
いいかなと思いました。
▷宮本さん ２月はピンクシャツデー。２月２２日にと書
いてありますがインターネットでは２７日と（笑）。今日
ピンクを着てきました。ちょっとくすんでる？けれど（笑）
月曜日水曜日とリーダーと話をしました。来週の子ども広
場は「ピンクのものを身に着けてこようね」と子どもたち
に言っていました。ぜひワイズの皆さんもご一緒にお願い
します。
▷望月さん 大変ご迷惑をおかけしました。紙を持ってく
るのを忘れて。阪和部で好きなクラブは堺クラブです。本
当に多彩な人がたくさんいます。楽しいクラブです。
▷谷川さん 望月さん、持ち上げてくださってありがとう
ございます。これからのワイズ活動をいかにするか考える
日々です。ワイズに入って長くなりました。ワイズに入っ

て生活が変わり、いろいろな気付き
を与えていただいてありがとうござ
います。今井さんのように、ワイズ
活動をしていると若々しくいられる
のではないかと思います。
▷丸尾メネットさん 奉仕活動、ワ
イズの活動とありました。奉仕活動、
活動まで行かないけど、できる範囲
でコツコツできればいいなと思いま
す。
▷藤井さん 今日の３つの話題を考えて、さあ何をしたら
いいのかなと思います。アドバイスをお願いします（笑）
▷田中さん トランプさんはアメリカ・ファースト。河内
クラブはタイム・ファスト。
▷畠平さん 先月、３月の例会の頃には息子の試験が終わっ
ていると言いましたが…、まだ試験が終わって言いません
でした（笑）。来月の例会こそ息子の良い結果をお伝えで
きるよう祈っています。
▷杉村さん 堺Ｙのこと、子ども広場のこと、ＹＭＣＡを
支えると言う言葉をお聞きし、厳しさと温かさを感じます。
ありがとうございます。
▷初田さん 近所に８０歳代の方がいます。毎日「電気が
ついているな」とか「動きがあるな」と気にしていますワ
イズに入っているから、人を気遣う気持ちに自然となると
思います。
▷望月メネットさん 奉仕は自分に奉仕したいなと。主人
の奉仕で頑張りたいなと思います。（もう十分やってる
よ！）

★第2回東西日本区交流会

報告

望月強

2月4日（土）〜5日（日）、第2回東西日本区交流会が静
岡県・御殿場の日本YMCＡ同盟・東山荘で370名のワイズ
メン、メネットの参加で開催されました。席上、阪和部大
阪泉北クラブ―台湾台北A-ListクラブとのIBC締結式が行
われ丸尾国際・交流事業主査が立ち会われました。 河内ク
ラブからは丸尾欽造・望月強・望月治子が参加しました。

★42期

第9回役員会報告

記：横田憲子

日時：２０１７年２月２３日(木)１９：００〜２０：３０
場所：サンホーム６階
出席者：田中・望月・宮本・望月メネット・初田メネット・
横田
＊３月例会役割分担

司会：大藪暢子さん
聖句朗読：中野涌子さん
食事
手配：望月強君
食前感謝：新本力子さん ニコニコ：
当日指名 受付：望月強君・藤井敬子君
４月号ブリテン原稿
３月例会報告：望月治子さん ニコニコテープ起稿：杉村
徹君 役員会報告：横田憲子 Ｙニュース：切通菜摘さん
サンホームニュース：杉村徹君 巻頭言：田中惟介君
《審議事項》
１、３月例会について会場設営は対面１列１６名で２列準
備して、クロスはサンホームに１２枚をお願することに了
承される。
２、４月例会については、東ＹＭＣＡリーダーとの交流を
もつことの提案があり了承され、進めていくことになる。
３、西日本区大会での物品販売に関しては会長に一任され
る。
４、河内クラブ研修会については、担当者欠席のため未定
となる。
５、作品展・作品募集のパンフ・ポスタ―に関して未到着
のため保留となる。
６、「国際・交流事業活動の現況」のついてのアンケート
は会長に一任される。
７、入会希望者に関しては、次期に入会されることを勧め
る方向で承認される。
８、「らくらく車いす登山」第１回実行委員会が行われた
が、今回はボランティア団体として車いすを押す人以外に
参加するする人がボランティアをやったという気持ちにさ
せることができるようなことを考えてはどうかという
提案があり了承された。
《報告事項》
１、 ２８期第３回評議会報告が宮本会長と田中書記よりな
され、第１号議案は第２回評議会議事承認の件と、第２号
議案の取り下げの件があった。
２、 東西日本区交流会に予定以上の３００人以上の参加で
盛大に行われた報告が望月メンよりなされる。
《連絡事項》
１、３月３日 阪和部メネット交流会 加太淡島神社 １
０：３０和歌山Ｙ集合
２、３月４日 ＹＹＹフォーラム 南ＹＭＣＡ １３：３
０〜１６：００
３、３月４日 サンホームボランティア感謝会 １７：０
０〜１９：００
４、３月１０日〜１１日 阪和部地域奉仕環境事業 東北
支援ツアー
５、３月１８日〜１９
日 次期会長・主査研
修会 新大阪コンファ
レンスセンター
６、４月２日(日) 堺
クラブ55周年・長野ク
ラブ４０周年合同記念
例会 １２：００〜会
場はノバティーホール(河
内長野)

★ サ ン ホ ー ム ニ ュ ース ★

３月メネット例会プログラム

杉村徹
2月22日はピンクシャツデ
ー！皆様、先月の例会ではご
協力ありがとうございまし
た。ピンクの紙でワイワイ言
いながらシャツを折るのも楽
しかったですね。サンホームでは「ＹＭＣＡ子ども広場」
の子ども達やボランティアリーダー、職員、利用者が一体
となってこのプログラムに取り組んでいます。高齢者介護
だけに留まるのではなく、変化する地域社会の課題に向き
合うサンホームでありたいと願っています。皆様のご支援
に心から感謝いたします。

★YMCAニュース★

3月16日(木)
PM6：3０〜8：30
受付
望月強・藤井敬子
司会
大藪暢子
開会点鐘
初田メネット会長
メネットソング
一同
ゲスト・ビジター
司会
会長の時間
宮本会長
聖句朗読
中野涌子
食前感謝
新本力子
インフォーメーション
卓話・体験
津田美起子
“五感で楽しむ 中国茶”
結婚・誕生祝い
ニコニコ
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鐘
畠平副会長

切通菜摘

2月に入り、子どもたち、リーダーみんなでピンクシャ
ツデーの取り組みを通して「いじめ」について考える機
会を持ちました。
「いじわるなことをしない」
「ケンカをしてもすぐに仲直りする」
「いじめはだめとお友だちに言う」
「みんな同じいのち」
改めて考えてみると、とても大切なことがたくさんでて
きました。
多種多様な価値観があふれる社会。
わたしたちもいろいろな考え、想いに触れともに前に進
めるように活動をしていきたいと思います。

★編集後記★

3月〜4月の予定
毎週水曜日 YMCA子ども広場
3月3日 阪和部メネット交流会 集合 10：30 和歌山ＹＭＣA
3月4日 ＹＹＹフォーラム 南ＹＭＣA １３：００〜１６：００
3月4日 サンホームボランティア感謝会
3月9日（木）ブリテン印刷★日程変更
3月10日〜11日
阪和部 地域奉仕・環境事業 東北支援ツアー
3月16日（木）例会
3月18日〜19日 新会長・主任研修会 新大阪コンファレンスセンター
3月23日（木）役員会
4月２日（日）堺クラブ55周年・長野クラブ４０周年合同記念例会
4月6日（木）ブリテン印刷
4月20日（木）例会
4月23日(日)らくらく車椅子登山

ゲストスピーカ―

畠平剛志

氏

ブリテン送付用切手を増石さんにご寄付いただきまし
た！ありがとうございます！

プロフィール

名：津田美起子

最終学歴：大阪市市立大学文学研究科
国家資格：中国語通訳案内士

(国土交通省)

著書・学術論文
HAPPY BIRTH DAY 3月

・「精濺日又司典」

２日 藤井 敬子君

・「中国茶文化における『茶芸師』の役割」

１６日 佐古 至弘君

遼寧人民出版社

２００２年１月

大阪市大大学院修士論文２０１０年１月

２９日 岩坂 正雄君
WEDDING ANNIVERSARY

現在：２０１０年より和歌山大学中国語講師

３０日 田中惟介・加代子 夫妻

役職：和歌山県に日中友好協会事務局次長

第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

直前会長:横田憲子

会 計:藤井敬子・望月強

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

東大阪市御厨南３−１−１８

