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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】【ローマの信徒への手紙12章15節】
喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。ー協力・共働の精神で生きる教えですー
（選・解説 岩坂正雄）

巻頭言

一年間の務めを終えて 田中惟介

想えば 実にきわどい思いでスタートしたものだ。何とかこの一年
を乗り越えたというのが実感である。
期末に2名の減となってしまったがこればかりは如何ともしがたい。
流れの方向を変えるために、何かを始める人になろうと誓い、楽し
みつつ前向きな活動を と企画し、リーダーシップをとり続け 終
盤にはYとYʼsの関係を なかでもリーダーとの距離を縮めようと画
策した。
リーダーの信頼を得るにはもうしばらくの努力が要るだろう。今後
ページ 1

の継続を期待する。
期首の巻頭言で 変化のための触媒たらんと書いた。触媒作用を惹起するために 何かが
足りなかったのだろうか？ 私の中にその答えとしてあるのは 相互の敬愛と尽きること
のない対話である。
談論風発し活気のあるクラブ運営を次期に期待し総括とする。
5月例会報告 「東大阪リーダーを迎え
て、その新年度計画」報告：丸尾欽造
出席者：佐古至弘、杉村徹、田中惟介、畠
平剛志、藤井敬子、丸尾欽造、望月 強、
横田憲子 メネット：大藪暢子、佐古利子、
田中加代子、初田眞佐子、丸尾初子、望月
治子 コメット：中川陽莉、ビジター：今
井利子、ゲスト；岡本泰宏、和田遼香（ぷ
りん）、土肥奈津貴（どーなつ） 以上19
名
●大薮暢子さんの聖句拝読、そして畠平剛
志君の食前の感謝、新たな思いで頭を垂れ
感謝の時となりました。特筆すべきは、畠
平剛志君が新聞記事や書籍「異教の隣人」
（著・釈徹宗）から学びをえて、様々な宗
教間の諸作法の違いや共通点などに触れら
れ、浄土宗の“食前の言葉”、「われここに
食をうく、つつしみて、天地の恵みを思い、
その労を謝し奉る。」で、結ばれた。
●ゲストスピーカーは、学業を終えて例会
に駆けつけてくださった「ぷりんリー
ダー」（和田遼香さん）、「どーなつリー
ダー」（土肥奈津貴さん）のお二人。「東
大阪リーダー会新年度計画」と、題してプ
レゼンテーションされた。年間計画に向け
て、それぞれの心構えを確認し、SDGｓ
の目標に着目するなど、切れのよい着眼点
は完成度の高いもので、若者の企画力と行
動力を目の当たりにした。スライドから観
たいくつかのメッセージを記してみると、
①「ねらい」として、「より多くの人の前
で自分の想いや考えを自分から伝えるよう
②リーダー会への参加意欲、地域活動への
にする」「新しい考えや価値観に刺激を受
参加意欲、活動のみを考えるリーダーとし
ける」（私たちワイズメンもこのような姿
てなど、「一歩踏み出す勇気をもってほし
勢はあるだろうか。）
ページ 2

い」と、リーダー
シップに満ち溢
れたメッセージ
が発信されてい
た。
③SDGｓ11番
「住み続けられるまちづくりを」への取り
組みでは、「東大阪愛好会」と「つながり」
の2チームがそれぞれ4月例会で発表され
たとのことでした。（持続可能な開発目標
への取り組みはワイズでも課題なのです
が、、、）
➃全大阪の取り組みでは、「マイクロプラ
スティク看板づくり」。須磨海岸で拾い集
めた微細なプラスティク破片で「YMCA
CAMP 100」などの看板を作られた。（環
境は子々孫々からの預かりもの、ワイズも
しっかりしなくちゃ）
⑤5月例会では、「ディベート大会」を予
定されているとのことでしたが、今回のプ
レゼンテーションを通して、私たちワイズ
メンが気付き、ヒントとなる多くのポイン
トがあったことと思います。心に書きとど
めておきたいものです。
● 東大阪リーダー会を担当されている岡
本泰宏主事（ウエルネ
ス事業部 野外・キャ
ンプ事業・副事業長）
を初めてお迎えする
ことができました。
今後の協働への架け
橋としてよろしくお
願いいたします。
●次期役員・委員へ
の委嘱状が丸尾欽造
次期会長から出席者の皆さんに手渡されま
した。
●ニコニコ献金は、12,900円寄せられま
した。

にこにこ
畠平さんうちの子と同じ年くらいかなと
思って聞いていました。子どもが働き始め
ました。初任給が出ましたが、何もくれま
せんでした(笑)。ほんと大きくなったなと
思いました。
初田さんありがとうございました。ゴミと
してペットボトルやキャップを捨てていま
した。一生懸命集めます。
丸尾メネットリーダーが例会に来ていただ
いて、河内クラブにとってとても良いこと
だと思いましたし、ワイズとＹＭＣＡが一
緒になって例会を盛り上げて行きたいと思
いました。
大藪さん良いお話しありがとう。聞きなが
らあんまりかわいいから、私の娘だったら
いいのになと思っていました、ペットボト
ルは毎日4本、お茶を作って使っています。
これからはペットボトルゴミを出さずに、
いっぱい持ってきます。
横田さん以前から、望月さんから「リーダー
会は例会より良い話をしている」と聞いて
いましたが、本当にその通りでした。すば
らしい人間作りをされていると思いました。
藤井さん孫と娘は帰りましたが、娘はＹＭ
ＣＡメンバーで10年くらいいました。昔
のリーダーはもっとごつかった。今はすご
くスマートですね。孫はデザートが出ると
思っていたようです
が(笑)、先ほど、そ
れはリーダー名だと
説明して帰らせまし
た(笑)。
丸尾さん今日のお話
は、心にとどめない
といけないお話だと
思いました。ワイズ
メンズクラブは44年
前に設立されました。
その当時郷土文化研
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究会と言う河内独自の会がありました。中
央環状線の瓜生堂から土器が多数出て、バ
ナーにも図柄が取り入れられています。
佐古さんリーダーの皆さん、ご苦労さんで
した。青少年活動やリーダー会の活動が以
前より少なくなっているように思います。
どうか頑張ってください。応援しています。
忌憚なく申し出てください。
岡本さん何をお話ししましょうかね…。今
年から東大阪担当になり、これまでの思い
や熱意、活動内容を知らないままに担当に
なりましたが、ぷりんリーダーを筆頭にリー
ダー会の話を聞くと、しっかり頑張ってい
るなと思いました。ぜひリーダー会にもお
越しください。
今井さんとっても積極的になってきたなと
思ってお話を聞いていました。私たちはで
きることが少なくなってきました。その中
で支援し合っていくことが大切だなと思い
ますし、リーダーのお手伝いができればな
と思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
望月さんリーダーに来ていただいて大分元
気になりました。みなさん、良い話をいた
だいたと仰っていますが、皆さんがリーダー
会に出ていただくこともお願いしたいなと
思います。
ぷりんリーダーつたない発表だったんです
が、興味を持って聞いていただいて、あり
がとうございました。リーダー会にもぜひ
足を運んでください。
どーなつリーダー私は今日は何もしていな
いんです。全てぷりんリーダーがしてくれ
て。ドーナツの手土産くらい持ってくれば
良かったですね(笑)。温かい場にまた参加
できたらいいなと思います。
田中さんペットボトル協会か何かで善意を
無駄にすることがあったと思います。スタッ
フがそんなこともチェックできたらいいな
と思います。私、10日に新車を買いまし

た。ナビも何もわから
なくなりました。おま
けに今日、スマホを新
しくなりました。何を
どうしていいか分かりま
せん(笑)。
田中メネット今日はリーダーのお話し、と
ても上手でよく分かりました。ペットボト
ルのふた、これからも集めてリーダーにお
渡ししますね。
望月メネット今日はリーダーに来ていただ
いてありがとうございました。とても嬉し
かったです。

第44期第12回役員会報告
２０１９年５月23日（木） ＹＭＣＡサン
ホーム・19：00〜2０：３0
日本区強調月間
6月 評価・計画
出席者 田中・大藪・丸尾・畠平・望月
6月例会 6月20日（日） 担当 A班・
B班 役員交代式・納会
例会役割分担
司会
畠平君 聖句朗読 丸尾メネッ
ト 食事手配 望月君
食前感謝 佐
古君
ニコニコ 当日指名
受付会
計 藤井 君
音楽担当 会計兼任
7月号ブリテン原稿
6月例会報告 横田君
にこにこテープ
起稿 杉村君
役員会報告 横田君
Ｙニュース 岡本泰宏君 サンホームニュー
ス 杉村徹 君
巻頭言
丸尾君
原稿最終締切は6月28日です 厳守！！
原稿送信先 田中まで
審議事項・報告・連絡事項
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《審議事項》
1．6月例会について
年間評価・役員
交代式
2、7月例会日 7/18（木）丸尾次期会長
内容 腹案あり、次回役員会で詳細決定
3、らくらく登山 公用車の駐車料金（￥
4000）支給の件 承認
4、区大会 代議員会 議案の有無 無し
5、評議会 出席者確認 横田・望月・宮
本・丸尾初子・田中・丸尾
6、次期においてホームページ及びメーリ
ングリストの管理を畠平君に委託する件
承認
《報告事項》
１、5/25 鈴木璋三さんを偲ぶ会 14：
00〜
《連絡事項》
１、 6/1土佐堀 創立記念礼拝・ボラン
ティア研修会
2、 ブリテン6月報 発送作業 望月君
に委任
3、 6/17（月）6月リーダー会予定
4、 6/22〜23 西日本区大会 望月夫
妻・丸尾夫妻・横田・田中
5、チャリティーラン2019実行委員のみ
なさま 標記委員会を開催いたしますので
ご案内申し上げます。
日
時：２０１９年６月５日（水）午後
７時００分〜８時３０分
場 所：大阪ＹＭＣＡ会館（土佐堀）10
階 101号室
協議： １．募集要項（案）について2．運
営体制（案）について3．大会予算（案）
について4．実行委員会日程について

した。与えられたお題について２対２にわ
かれてチーム毎に意見をまとめる時間、７
分間のアピール時間を設けました。様々な
視点から話される言葉は、
これからの社会を創るユース世代の思いが
込められたものでした。その中でリーダー
達が感じたことは、誰かと話す時や意見を
交わす時の態度や言葉遣い、聞き方などは
自分本位になっていないだろうかという点
でした。平和を創り出す活動を進めていく
中で相手を認め、受け入れるために行動に
も意識を向けることの大切さを実感できた
時間となりました。
サンホームニュース
東大阪ふれあい祭りに射的プログラムを実
施
昨年は大雨洪水警報が発令され、途中でお
祭り自体が中止するというアクシデントが
ありましたが、今年は、非常に良い天気に
恵まれました。
ＹＭＣＡの射的プログラムは、地域包括支
援センターやＹＭＣＡこさかの職員が中心
となり、また、ユースボランティア、シニ
アボランティアが射的の説明、用いる道具
の準備や景品となるお菓子を渡すなどでプ
ログラムを支えました。
プログラムには多くの子どもたちが参加し、
７００ゲーム以上を行いました。出店場所
の周りは、子どもたちとその保護者で、開
始から終了までの間ひと際大きな賑わいを
みせました。
丸一日、プログラムの運営を支えたボラン
ティアと、参加した
子どもたちとその
保護者が、ともに
楽しみや喜びを分
かち合う、とても
大切な心地よい時
間となりました。
（サンホーム施設長 宮原 学）

YMCAニュース
岡本泰宏
2019年度2回目となる５月ユースボラ
ンティアリーダー会が行われました。今回
は「自分とは違う意見や価値観に出会う」
「自分の思いを相手に伝わるようにする」
の２つのテーマをもとに討論会を実施しま
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HAPPY BIRTH DAY ６月
２日 佐古 利子さん
４日 中西 伸子さん
WEDDING ANNIVERSARY
該当者なし

６月例会プログラム
６月20日（木）評価・計画
サンホーム６F 18:30~20:30
司会
畠平君
開会点鐘
田中会長
ワイズソング
一 同
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
田中会長
聖句朗読
丸尾メネット
食前感謝
佐古君
食事・歓談
インフォメーション
年間評価・総括
役員交代式
結婚・誕生祝い
ニコニコ
閉会点鐘
望月副会長

編集後記

★評価・計画★
一年間を振り返りましょう。出来たこと出来
なかったこと良かったところ悪かったところ
があります。次の年度の為に良い引継をしま
しょう。研修会での学びを生かしましょう。
遠藤 通寛理事（大阪泉北クラブ）

会員数（連絡主事を含む）

ありがとうございました！色々と誤字
脱字、校正ミスなどもありましたが、
なんとか１年間発行を続けることが出
来ました。ありがとうございました。
（畠平剛志）

１2名

ゲスト・ヴィジター出席数

4名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

7名

今月献金

特別メネット

3名

功労会員・広義会員出席数

1名

12,900

7月例会出席者（会員）

11名

今期累計

9名

145,960

20名

（円）

内

広義会員・功労会員数

5名

4月例会出席者総数

メイクアップ

0名

4月役員会出席者数

4月の出席率

58％

4月延べ出席者数

第４4期
会 長:田中惟介

ク

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

ラ

ブリテン委員として１年間

ブ

役

員

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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