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主題

「私たちは変えられる」Yes we can change

スローガン「挑戦への勇気」
アジア太平洋地域会長

田中

Courage to challenges
博之

主題

「アクション！」

スローガン

「誇りと喜びをもって」

西日本区理事
主題

遠藤

Action!
With Pride and Pleasure

通寛

「未来に残すべきものを守り育てる」

Let's Protect Cultivate

What Should Be Passed on to the Future
副題
阪和部部長
主題
クラブ会長
主題

「めぐり逢う一筋の光」

Seek Your Encounter with Ray of Light

横田憲子
「人とともに
田中

喜びを」Share the joy of others!

惟介

「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future

【今月の聖句】【ヨハネによる福音書15章５節】
「わたしはぶどうの木、あなた方はその枝である。人がわたしにつながっており、わたしも
その人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ」ーわたしたちはワイズダムという木
につながっている枝です。連帯の力を再認識しましょうー（選・解説 岩坂正雄）

巻頭言「未知の課題に」箕浦 史郎
○北部地震、西日本豪雨災害などこの３ヶ月でも大き
な自然災害が起こりました。地震、大雨、猛暑、台風
などこれまで私たちが経験していない大きな災害やそ
れに伴う生活環境への不安、まさに未知の課題にどの
ように対応するかが問われる時代です。
「集合知」が未知の課題へ対応する一つの力となると
言われています。
また、災害など大きな課題に対して多くの人が協働す
ること（ボランティアも含む）が日本では当たり前と
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なり、一つの文化となりました。
当たり前であるからこそ、誰に、どのように、どんな心で、協働するのかが大切であると
思います。
リーダーやスタッフに座学の機会に、これまでの私の経験から以下のことを話しています。
○感じることの必要性・・・仮定ではなく今そこにある課題を感じること。
○行動することによる起こる未来・・・行動しながら考えることにより、新たな運動が生
まれること。
○周囲の目を恐れない勇気・・・他人の評価でなく、対象者にとってどうかを常に考える
こと。
○賛同者を増やす公平性・・・平等性より多くの人が賛同できる公平性に立つこと。
まだ被災の中にいらっしゃる方の一日も早い平安が訪れますことをお祈りしつつ、愛と奉
仕の精神をベースに、それぞれの賜物が合わさり、未知の課題に取り組んでいく社会がもっ
と広がればと思います。
新鮮さと密着感を共有で
7月（Kick-oﬀ）例会・報告
きたのは新しい発見でも
まるおきんぞう
あった。例会の様式を満
たすワイズソング、聖句
主題「残すべきもの」副題「あるべきよ
朗読などをはじめ、バナー
うわ」を唱えて、田中惟介会長のキックオ
や万国旗、ベルなどもい
フ例会への登壇であった。
つも通りきちんと整え、出
第１部はサンホームで、第２部はロイヤル
席者が少ない時だからこそ、襟を正して例
ホストでの二部構成。いつもの例会とは異
会を進めようとする姿勢があらわれていた
なり役員会で利用する小さな会議室での第
のではないかと感じた。定例会の後、出席
1部。阪和部長・横田憲子さんが和歌山ク
者の記念撮影ができたことは初めてのこと
ラブへの公式訪問で、書記、会計、主査も
ではなかろうか。
同行されて、例会の出席者が少ないことか
八戸ノ里駅前の「ロイヤルホスト」での食
らの選択だったようだ。器の大きさと中に
事は、「第二部」と表記されていたが、あ
入れるものの量がバランスよく似合ったと
れは「二次会」と言った方が的を射る雰囲
き、そこに充足感と美しさが見えるもので
気で、あちこち楽しそうに雑談が続いてい
すね、ある種の黄金分割なのでしょうか。
た。それぞれ500円を集金？され、注文は
メニューから好き勝手にどうぞ。但し上限
1350円？の制限付き。岩坂さん佐古さん
が第一部を終えて抜けられていた。杉村さ
んが散会寸前に駆けつけてきて、手間のか
からないメニューを注文していた。その昔、
例会後の二次会は「八重串」などで居酒屋
を楽しんだものだったが、そんな懐かしい
想い出がオーバーラップした。他の客筋も
おられる事情もあってカメラの出番は控え
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た。酷暑の宵にも関わらず、アルコールの
誘惑に負けた御仁がいなかったことを書き
とどめておきます。
出席者：岩坂正雄、大藪暢子、佐古至弘、
杉村徹、田中惟介、田中加代子、中野義彦、
藤井敬子、丸尾欽造、宮本桂子、望月治子、
初田眞佐子、仲川陽莉（孫コメット）。第
２部からの出席・仲川亮子（コメット）、
小川和恵（ヘルパー）以上15名。

７月例会

にこにこ語録

起稿

田中惟介

丸尾 皆さんお元気ですか？先日夕方に畑
で草抜きをしていて、急にしんどくなった
ので帰ると寒くなってきて・・・（熱中
症？）えぇまぁその入り口、ステージワン
ですわ。皆さんもお気を付けください。今
日は人数も少ないですがこんな時こそコン
パクトな形の整った例会ができればよいと
思いました。
岩坂 私もこの暑さでろれつも回らない位
参っています。でもまぁ呼吸をしているだ
けより少しはましかなぁと言う日々を送っ
ています。
佐古 月曜日にピザの講習会があり、１２
０名が集まりました。焼き手は若者２名で、
仕込みはすべて私がしました。
次は子供のキャンプがあり、５０人分の食
事の用意をせんと飽きません。倒れるわけ
にもいきませんので、頑張ります。
杉村 （安全の日に）井藤さんのお墓参り
に行ってきました。末岡総主事の時は箕浦
君と昔はあぁだった、とか思い出話が有っ
たのですが、今年から若い総主事に代わり、
そんなキャッチボールもなく淡々と拝み、
終わりました。伝えるってことは難しいなぁ
と思いました。
安全支援金の封筒お配りしました、よろし
くお願いします。

中野 ８月２日〜５日に椎葉村の焼き畑体
験に行きます。
雑木を切り、焼き、蕎麦を巻き、次の年は
大豆、その次は粟・稗 次は場所を変え焼
き畑と繰り返すようです。レポートを書く
のが大変なのですが、４〜５年前に好きな
道に入っていけたのは幸運だと思っていま
す。が、体がついてこなくなっています。
目が悪くなってきて左目は0.1。免許の切
り替えをなんとかクリアしたいと思ってい
ます。
望月メネ 丸尾メネット主査さんと４クラ
ブ回ってきました。今日はこっちの方、河
内クラブへ・・・・・皆さんそれぞれ頑張っ
ておられます。９月のメネット例会には皆
さんで訪問しましょう。
田中メネ 名前ばかりのメネット会長です
みません。7月の例会前にはいつも集まっ
て年間計画などを話し合われてきたのです
が、今回は暑さにかまけてできませんでし
たので もう少し涼しくなってからお茶で
も飲みながらそんな機会を持ちたいと思っ
ています。
宮本 風邪をひいて1ヵ月くらいになりま
す。ずーっと具合が悪くて、田中会長の第
1回役員会にも、横田部長の公式訪問にも
行けなくて、心苦しく思っています。先日、
会社で健康診断がありまして、トータル評
価、A〜Eの5段階でDでした。まだしばら
くは行けそうです。
田中 狭い部屋の方が、見た目も賑やかで
良いだろうと、この部屋にして正解だった
と自賛しておきます。家内の実家の整理が
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ようやく終わりました。 アルミやステン
レスの鍋・釜その他もろもろの金物類は中
野さんの会社で高く買い取っていただきま
した。ご子息にもお世話になりました。よ
ろしくお伝えください。
初田メネ お誕生祝を頂き、ありがとうご
ざいます。喜寿になりました。東大阪市で
は8月から大型ごみの収集が有料になると
いうので、なかなか電話もつながらないの
ですが、ようやく8/13に引き取ってもら
えるようになりました。主人がなくなって
もう10年になりますので、これで少しは
気持ちに 決まりが付いたかなぁと思って
います。
大藪メネ 初田さんと同じく有料になる前
に主人の医療用ベッドとパソコンデスクを
引き取ってもらうことにしました。なかな
か捨てがたい思いもあるのですが、これを
機会に処分しないと ベッドがとても重い
のでこの間の地震の時も怖かったから きっ
ちり出せてよかったと思っています。
藤井 ‥‥‥
今月のにこにこ ￥10,500−でした。

第４４期第２回役員会報告

大藪暢子

2018年７月２７日（金） ＹＭＣＡサンホー
ム・19：00〜2０：３0
出席者 田中・藤井・大藪・丸尾・畠平・
宮本・横田・望月・丸尾メネット主査
8月例会8月16日（木） 天満八軒屋浜 屋
形船１８：３０〜２０：３０
例会役割分担
司会
田中惟介君、聖句朗読 初
田眞佐子君、食前感謝 恵美奈博光君
ニコニコ 当日指名、受 付 会計 藤井敬
子君 音楽担当・会計兼任
9 月号ブリテン原稿
８月 例会報告 横田憲子君、8 月例会に
こにこテープ起稿
田中惟介君、役員会
報告 大藪暢子君、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 丸尾欽造君
原稿最終締切は8月24日です 厳守！！
審議事項・報告・連絡事項
《審議事項》
1．8 月例会について 領収書作成 望月
会計 進行プログラム 別掲

ページ 4

2、9 月例会 役割分担 他 畠平実行委員
長 8/2（木）実行委員会で詳細決定する。
３、国際定款変更の件 反対で投票
４、北摂地震及び今回の豪雨への対応 来
月に持ち越し
《報告事項》
１、
じゃがいも発注 ４００ケース
10/13 ９時〜１０時半 入荷 ＠1600
―
8/23までに、サンホーム北野さんまで申
し込み チラシ作成＝望月
2、７月例会第２部 収支報告・清算がな
された
《連絡事項》
１、8月2日第２例会（ブリテン8月報作
業） YMCA サンホーム17：00〜
２、西日本区費、阪和部費の請求。期日ま
でに決済する
3、畠平期の決算報告がなされた。これに
基づき監査を受ける
サンホームニュース 杉村徹
先日、日本YMCA同盟からブランディング
について、「ユース」と「グローバル」の
視点からのヒアリングを受けました。
YMCAサンホームは高齢者支援施設で、そ
こで働く職員は介護資格を持って働いてい
ます。職員も関わる人も「ユース」と「グ
ローバル」から、かけ離れているように見
えます。一方で「ユース」とか「グローバ
ル」という括りは、かえってYMCAの働
きを、限定的なもとして見せているように
も思うのです。

ムではなく、多世代・多様な人々への働き
かけを通して、社会課題に向き合い、人を
育む、まさにYMCAの施設であると言え
ます。ワイズメンズクラブの皆さんのご協
力をいただきながら、これからもYMCA
としての働きを進めてまいります。
YMCAニュース 切通菜摘
いつもお支えありがとうございます。
子ども広場では、毎週楽しみに参加する元
気いっぱいのお友だちの姿がたくさん見ら
れるようになってきました。
Aホールでサッカーやかくれんぼなど、体
を動かしながら遊んだり、部屋でお絵かき
をして遊んだりとお友だちやリーダーと楽
しい時間を過ごしています。
25日には、天神祭の花火を屋上で見まし
た。おうちの人もお迎えに合わせて上がっ
てきてくださり一緒にすてきな時間を過ご
すことができました。お友だちのみんなも
うれしそうにしていました。
子ども広場で過ごしていく中で、度が過ぎ
てお友だち同士でケンカをしたり、リーダー
に叱られることもありますが、その都度ど
うすればいいかを考える時間となっていま
す。
楽しいこともあれば、ぶつかり合うことも
ありますが、いろいろな時間を共にするお
友だちやリーダーがそばにいて、共に成長
していく。そんな場でありたいなと思いま
す。
今後もよろしくお願いいたします。

地域から離れてYMCAの働きは無いはず
ですし、地域はグローバルと繋がるもので
す。さらに子ども広場のように、ユースリー
ダーと子どもたちがサンホームで育まれて
いることを見れば、高齢者支援施設サンホー
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HAPPY BIRTH DAY ８ 月
4 日 中西 伸子さん
５日 宮本 善之君
５日 藤井 中君
２２日 中野 義彦君
２７日 箕浦 史郎君
WEDDING ANNIVERSARY
今月は該当者がおられません

８月例会プログラム
８月１６日（木）18：30〜20：30
司会 田中惟介
開会点鐘
会長
ワイズソング
一同
ヴィジター紹介
司会者
理事挨拶
遠藤理事
部長職委嘱状伝達 遠藤理事
会長の時間
聖句朗読
初田メネット
食前感謝
恵美奈博光
（サウス）
乾杯
飯沼次期部長
食事・歓談
結婚誕生祝
ニコニコ
YMCAの歌
一同
閉会点鐘
丸尾副会長

編集後記 畠平剛志
ここ２週の週末は豪雨災害に見舞われた
広島三原までボランティアに行ってきまし
た。ここのところ毎年のように災害ボラ
ンティアに行っているような気がします。
その頻度もさることながら、地震や台風
などではなく、ただの梅雨時期の雨が多
いだけのはずが極端すぎる豪雨で激甚災
害をもたらしてしまうことに驚きを感じ
ています。台風12号も東から西に進行す
るし、悪い意味で常識が通用しない世の
中になってしまいました。
今回はスケジュールの都合で編集時間が１
日しかありませんでしたが、こういうとき
だからこそ、いつも出しているブリテンを
いつもどおりに出すということが大切な
のかなと頑張りました。誤字などはご容
赦をお願いしますね♪

★西日本区強調月間 Youth Activities★
ユースとともにYMCAを尊重し、ワイズメ
ンズクラブとしての責任と協力を果たし、互
いの理解を深める為のプログラムを推進し
ましょう。
山川新一Yサ・ユース事業主
任（京都めいぷる）

１2名

ゲスト・ヴィジター出席数

0名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

6名

今月献金

特別メネット

3名

功労会員・広義会員出席数

2名

10,500

7月例会出席者（会員）

6名

6月例会出席者総数

16名

今期累計

メイクアップ

3名

6月役員会出席者数

8名

28,270

7月の出席率

75％

24名

（円）

会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

第４4期

6月延べ出席者数

ク

ラ

ブ

会 長:田中惟介

役

員

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

書 記:・大藪暢子

直前会長:畠平剛志

会 計: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

東大阪市御厨南３−１−１８
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