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2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際

ク ラ ブ 主 題

:

一人はみんなのために みんなは一つの目的のために
会長・丸尾欽造
One for all, all for one
阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」
部長・飯沼 眞
西日本区主題
: “風となれ、ひかりとなれ”
西日本区理事・戸所岩雄
〃 副題 : “こころ豊かにあるために、輝くために”
アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）
会長 田中博之（東京多摩みなみ）
〃
スローガン : With Pride and Pleasure (誇りと喜びを持って)
国 際 主 題
：Building today for a better tomorrow
国際会長 Jennifer Jones (豪州)
（より良い明日のために今日を築く)
〃
スローガン :
On the MOVE!! （さあ動こう！！）

【今月の聖句】
ルカによる福音書 １０章 27
（選・解説） 岩坂正雄
「自分を愛するように、あなたの隣り人を愛しなさい。」
―――ワイズメンにとって、いちばん近い隣人はメネットです。―――

巻頭言
「老いてなお必要なこと」

横田憲子

今私たちの生活で減ってきているのが礼服を着て外出

9 月例会プログラム

をしなくてよくなった。普段着で過ごせる毎日である。

9 月 19 日（木）18：30～20：30

海外の買い物の時「フォーマル・カジュアルのどちらを

司 会
田中惟介君
開会点鐘
丸尾会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
丸尾初子さん
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
丸尾会長
食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談
インフォメーション
卓話 中井信一 BF 事業主任
「国際理解を深めるため」
結婚・誕生祝い
丸尾会長
ニコニコアワー
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
望月副会長

探していますか。」と聞かれた。多分フォーマルのイメー
ジがお店の方と私では全く違うものであったこととでしょう。親は
戦争経験の世代だから、洋服の格式は教わらなかったので上下のス
ーツでことがすむのかと思っていた。豪華客船に乗ったこともない
私がチョコッと体験するのが、ワイズメンズクラブの世界大会・ア
ジア大会・西日本区大会でのパーティーである。自己流の楽しみで
当日を装っている。
かつて、オーストラリアから女子小学生のホームスティ―を受け
た折、私たちと出かける時は、どこに行くのか、歩いてゆけるとこ

ろなのか、電車に乗るのかという質問をした。常に服装には選択があるようです。
又、イラン女性の高校時代は、朝起きて美しく身だしなみを整えないと学校に行ってはならないことを
聞いた。ぼさぼさ頭でも成績さえできれば納得する日本の高校の常識と全く違いがあることにビックリで
ある。女子は美しく見せるようおしゃれに気をつけることを教えているのである。
今街中でよく見かける白いシャツの黒スーツ姿はとても無難な洋服です。どこにでも行ける安心・安全
の服として日本では存在しているが、自分に合うものの選択とＴＰＯでの工夫でおしゃれに関心を持てる
人になることに歳を重ねた今だからこそ自分自身強く願う。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ９月報
8 月例会報告
丸尾欽造
2019 年 8 月１７日（木）13：00～15：00
出席者：敬称略
メン
岩坂・佐古・田中・中西・藤井・丸尾・宮本・望月
横田
メネット
田中・中西・丸尾・望月・大藪・初田
コメット
仲川亮子
マゴメット 仲川陽莉
ゲスト
湯岑幸子
ヴィジター 工藤義正（大阪土佐堀クラブ）
恵美奈博光・吉田全孝・吉田芳子・笹山公男

るとのことでした。（乱筆メモからの記述であることをお
含みください）
デザートを頂いて、お好み抽選会が始まり、それぞれ
お土産を頂いて、しばしの親睦を楽しんだ「納涼例会」
であった。ご準備いただいた横田憲子さん、藤井敬子さ
ん、望月 強君に感謝したい。
“談論風発”

例会風景を

ご覧ください

（大阪サウスクラブ）
以上 23 名

旅行気分の「納涼例会」でした
府県境の長いトンネルを抜けると生駒であった。停車
場に電車が止まり改札口を出るとすぐに例会場のある
近鉄百貨店生駒店があった。
8 月納涼例会を中国料理「桃谷楼」生駒店での開催に
決めたのは、健康上の理由で夜間遠出が困難なメンバ
ーへの思いがあった。そして、時には足元の明るい「昼
食会」形式もいいのではないかと、このような発想が河
内らしいと、好評のようだった。
お盆には一般的に子が親元へ里帰りする慣わしがあ
るが、親クラブから四人の親会員が子クラブへ訪問して
くださる逆バージョンだったのは「老々介護」に似たよ
うな実に有難いものであった。土佐堀からも工藤会長が
気軽にご参加いただき友情を交えることができた。さ
て、河内クラブからは、一つの節目感のある遠征例会だ
ったからか、多くのお顔が揃ったことはお盆の「里帰り
絵図」を実感させるものがあって、率直に嬉しかった。
お食事前に例会様式を進行し、徐々に場に馴染んで
いった。親クラブ代表・恵美奈博光直前会長から乾杯の
ご発声を頂いた。お料理もすっかり夏メニューに切り替
わり、「8 月滋味薬膳コース」が順次テーブルクロスに運
ばれてきた。8 月のテーマは「清熱止渇」（体の熱を冷ま
し、体を潤して渇きを止めること）と、メニューに添え書
きがされていて、まさに納涼例会に相応しい出会い感
があり、美味しくいただいた。
久しぶりの出席であった中西進泰君からショートスピ
ーチとして「東大阪市だより」を概ね次のように話され
た。「ラグビーワールドカップ 2019」日本大会が、9 月に
始まる。東大阪市花園ラグビー場でも 4 試合が開催さ
れる。駅前や道路などの整備も終わり街並みは美しくな
った。そんな中、東大阪市は今、非常に変わってゆくこと
になる。市はワールドカップには直接的な関わりはなく、
競技場周り 500ｍ範囲はラグビー主催者側の管理に。
そして、八戸ノ里に建設中だった東大阪市文化創造
館が 9 月 1 日いよいよオープンされる。国内でも有数
の音響と照明が整備された施設であり、関西フィルのオ
ープニング演奏が開かれる。また、図書館の建設やモノ
レールの南進延長工事も決まっている。観光事業への方
針として「着地型観光」を目指し、①モノづくり観光、②
ラグビーやサッカーなどスポーツ観光、③下町文化観
光、➃神社・仏閣観光と、積極的な取り組みを展開され

（望月副会長の閉会点鐘）
写真提供 丸尾会長

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 9 月報
第４５期 第 3 回役員会報告
西日本区強調月間“Menettes”
出席者

以上の参加に関して変更は８月２５日までに丸尾会長
に連絡のこと。
4. 河内クラブ研修会を１０月３日に行うこととする。
詳細は後日決定

丸尾・横田・望月・佐古・丸尾メネット

9 月報月例会 9 月 19 日（木）18：30～20：30
卓話 「国際理解を深めるため」
中井信一国際及びアジア太平洋 BF 事業主任
（奈良クラブ）
例会役割分担
司会 田中惟介君
食事手配 望月 強君
聖句朗読 丸尾初子さん 食前感謝 佐古至弘君
にこにこ 当日指名
受付 藤井会計
10 月号ブリテン原稿
9 月例会報告 大藪暢子君 巻頭言 岩坂正雄君
役員会報告 横田憲子君 ニコニコ起稿 杉村徹君
区及び阪和部関連 丸尾欽造君
Ｙニュース 岡本泰宏君
サンホームニュース 杉村 徹君
原稿締め切りは 9 月 27 日（金）です。厳守！
審議事項
1. ９月例会 担当 A 班

泉北クラブ訪問報告
田中惟介
8 月 22 日（木）例会担当の山田理学 Y’s に
入会式があるので、ぜひ来てねと誘われ、EMC の
主査として 行かねばなるまいと ホームクラブの
役員会を欠席し いそいそと出かけました。
南 YMCA ライブラリーで例会が行われるように
なってからの 初の訪問で以前の堺市産業センター
（ぢばしん）より地の利も良くヴィジターも多彩に
なっているように思いました。

詳細 上記

2, １０月号ブリテン担当確認

上記

３.ジャガイモファンド ３５０ケース 発注
入荷日は 10 月 19 日（土）９時 サンホーム到着

ラベル・チラシは望月メンに今年もお願いする。
仕入れ・販売価格は未定。
4. チャリティーラン支援の件

サンホームへのエントリー支援金は５万円とする。
＊抽選券（３枚１０００円）・Ｔシャツ（１５００円）
販売の協力お願いします。
連絡事項
1, 阪和部部会：９月１６日（月・祝）12：00～15：00
会 場 シティープラザ大阪
（地下鉄谷町線「谷町４丁目」駅徒歩７分
会 費 ７０００円
出席予定 田中・望月夫妻・丸尾夫妻・佐古・横田
（７名）
メネット会 同日 １０：００～１２：００
大阪産業創造館５階Ａ＄Ｂ
2, 大阪ＹＭＣＡチャリティーラン
日 時 ９月２３日（月・祝）９：００～１３：００
小雨決行
会 場 花博記念公園
鶴見緑地特設コース
役 割 コース警備（例年の場所）
８：３０よりサンホームのミーティング予定です。
参加予定 望月夫妻・丸尾夫妻・田中・佐古・藤井
（７名）
3. 阪和部地域奉仕・環境事業活動
「河川敷の清掃とバーベキュー」
日 時 ９月１４日（土）小雨決行・１０時現地集合
交通：南海高野線「千早口」駅改札口
会 費：３０００円 参加予定：田中惟介

―３―

開会点鐘から聖句朗読までプログラムに沿って進
み 中井正博会長の司式によって 新入会員入会式
が 執り行われました。元堺クラブのメンバーで
谷川一人・清家球平両 Y’ｓ（と北山弘信・渡辺秀規
Y’s は欠席）の 4 名です。新入会とされたのには難
しい判断が有ったのだろうと推察します。が式文朗
読・入会宣誓等の間 微妙な空気を感じたのは私だ
け？ ともあれ 晴れの入会式に主査として立ち会
えたことは 本当に嬉しいことでした。
ゲストスピーチは「将棋界の今昔」という題で
指導棋士 6 段の谷川勝利氏の巧みなお話に引き込ま
れました。坂田三吉、升田幸三・・・出てくる名前
に反応する皆の顔々 今は AI ソフトの影響が大き
い等と聞くと 縁台将棋世代には もう遠い景色と
なって ただ嘆息あるのみ。
阪和部会の準備が進められています。被ばく証言
の会からの講演は代表者に代わって来阪されるよう
だ。
参加者の目標は 120 名だそうで 一層の集客
を目指してほしいとの猪瀬実行委員長の言を記して
おく。
（8 月例会では ニコニコアワーが無かったので
変則的にこのページを使いました。編集長）

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ９月報
「阪和部・中西部合同 EMC シンポジウム」

南 YMCA ライブラリー

8 月 10 日（土）

13：30～15：30
報告：田中惟介

メンバー満足度の向上こそがワイズ発展の道

牧野篤文 EMC 事業主任を迎え EMC シンポジウムがありました。
中西部の湯浅主査のご尽力により 66 名が参集し 主任のデータ予
測によらない 実績に基づいた お話しは 諸兄に新鮮な感銘を与
えられたように思いました。
飯沼阪和部長は 開会挨拶で堺クラブが無くなり 今期阪和部は切りの良い １００名から
のスタートで ここを底とし 後は上を向くしかないでしょうと 実にポジティブなご発言
で リーダーシップを発揮されることを期待したい。
掛谷中西部長は 参会者を見渡し、今のままでは 高齢化により 20 年後に中西部は無くな
ります。
このままではいけないことを 各人がするどく自覚し 直ちにアクションを起こさなければ
なりません。危機感をあおるようですが、鏡の表裏のように 現状を認識し そこから
明るい未来を目指しましょう と述べられた。
牧野主任： 03 年 トップスクラブは 13 名でした。07 年に入会。09 年 EMC 委員長になり、発展しているクラブの原因を探
求し、クラブに新しい考え方を取り入れ意識改革が進み、衰退から発展へ。意識改革とは？クラブで一番大切なのは今所属
しているメンバーであり所属しているメンバーのメリットは何かを知り、今以上にメリットを増やす為の方策を規律をもって
実行する事である。
各会長にパワーポイントを要約した資料をお渡しします。会長・EMC 委員長は本日の資料のまとめを参考にし、それぞれ
のクラブの事情に合わせてクラブ発展にご尽力ください

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ９月報
サンホームニュース
連絡主事・社会福祉事業責任者 杉村 徹
サンホームは高齢者施設でありながら高齢者だけの
施設ではありません。ＹＭＣＡの施設として、0 歳
から 100 歳を超える方々にとって愛される施設を
目指しています。
8 月 9 日～11 日に「子どもボランティア体験」
を開催しました。7 名の子どもたちが 3 日間にわ
たり、スタッフとともに入居者との外出やスイカ割
り、樟蔭高校のボランティア学生（みんなで支えあ
おう会メンバー）と喫茶コーナーを担当するなどし
ました。
さらに、8 月 25 日には、「第一回みんなでわい
わいダイニング」を開催しました。自主運営を目指
してスタッフが関わってきた「みんなで支えあおう
会」（＝Ｙボランティア）が中心となって、地域の
方とボランティアとスタッフが「みつかる、つなが
る、よくなっていく」を体現するプログラムです。
食事を囲んで人がつながり、笑顔あふれる会となり
ました。
「みんなで唄おう会」からスタートした「みんな
で支えあおう会」。ますます進化を遂げています。
どうぞこれからの動きにご注目ください！

ＹＭＣＡニュース
岡本泰宏 野外キャンプ事業 副事業長

「一人ひとりのキッカケ」
この夏のプログラムも多くの子どもたち、ユースボラ
ンティアリーダー、そして様々な方々に支えられ、笑顔
あふれるものとすることができました。これも日頃から
の皆様のお支えがあってのことと感謝しています。今年
度は海外キャンプ（カナダキャンプ）やＯＤ（起立性調
整障害）をもっている子どもたちへ向けたキャンププロ
グラムも実施することができました。どちらも子どもた
ちや家庭、地域の思いやニーズを捉え、実現できたこと
を嬉しく思います。そしてカナダキャンプには東大阪地
域ユースボランティアリーダー会で会長を務める和田遼
香（ぷりんリーダー）もグループリーダーとして参加し
てきました。普段は野外活動を中心とした活動を行って
いる彼女ですが、いつもと違った環境において得た経験
や感じたことをこれからのＹＭＣＡ活動に活かしてくれ
ることを期待しています。
この夏のプログラムの参加者の中にはＹＭＣＡに触れ
る最初の機会になった方々も多くいます。その一人ひと
りが「楽しいな！」「また来たいな！」「素敵な人がたく
さんいるな！」
「ＹＭＣＡって良いな！」と感じて、か
けがえのない場所として捉えてもらえるようになれば良
いと願っています。

リーダー会 ニュース
西井 麻子(あさリーダー) 趣味 カラオケ、野球観戦、
特に高校野球、夏の甲子園が大好きです。高校生の頃、
野球部のマネージャーをしていました。今年の夏の甲子
園は留学のため、観に行くことができませんでしたが、
母校の地区大会には、応援に行きました。卒業してから
2 年も経ちますが、後輩たちの全力プレーを見て、その
熱い想いに毎回、感動させられます。精一杯がんばる彼
ら彼女らに、奮起させられます。私は YMCA の活動を
始めて 2 年になります。本当に学ぶことが多すぎて、
新しい気づきがたくさんありました。最初の頃は、子ど
もとコミュニケーションをとることがあまりにも難し
く、子どもに自信を持たせるのがリーダーの役割です
が、自分自身が実は一番自信がなくて、嫌になりまし
た。子どもたちの接していく上でわかったことは、先入
観がなく、やってみたいという好奇心に溢れているとい
うことです。野外活動で川に行ったとき、
「あそこまで
行ってみたい！」と子どもに言われて確認した時、浅瀬
でしたが、岩が多く、足を滑らせる危険があるかもしれ
ないと思い、「やめとこう」と言ってしまいました。安
全を考えてそう言ったため、こう言ったのは正しいと思
っていました。もちろん、安全確保は基本ですが、やる
前からできないだろうと決めつけていました。スキーキ
ャンプで、「リーダー、あの雪山行こう！」と言われ
て、「リーダーと一緒に行ってみよっか」と言うことが
できて、子どもとはしゃいで、やってみることの楽しさ
を思い出しました。私は YMCA の活動を通して、子ど
もたちと一緒に成長しています。私は今、幼稚園に行っ
て、幼児体育クラスの補助リーダーをしています。時間
の都合もあり、野外活動は辞めてしまいましたが、子ど
もたちと関わりたい、もっと成長したいという気持ちは
変わらずあります。もっと素敵なリーダーになれるよう
に、これからも色々なことに挑戦していきます。そし
て、リーダー活動を支えて頂いている方々に感謝して、
素敵なリーダー活動の一員になれるように、挑戦するこ
とをモットーに頑張っていきたいです。
松下 奈央(れもんリーダー) こんにちは！！東大阪地
域４年目の、れもんリーダーです！いつも大変お世話に
なっております。ありがとうございます。 私の趣味
は、音楽を聞いたり、映画を見たりすることです。昔か
らジブリが大好きでしたが、最近は金曜ロードショーで
「千と千尋の神隠し」を見たことで、ジブリへの愛が再
燃しています！ 活動は、野外活動のリーダーとして、
小学校高学年、低学年のこどもたちと関わるほか、発達
障害を持つ未就学のこどもたちの療育支援のクラスにも
関わっています。現在は、小学校教員を目指して勉強中
です！ 私は、大阪 YMCA で活動する中で、人とのつ
ながりをたくさん感じてきました。こどもたちとの出会
い、ワイズメンズの方々との出会い、リーダーやスタッ
フさんとの出会い。そこで生まれたつながりを大事に、
これからも、たくさんの人との出会いを楽しんでいけた
らと思います。 こども広場等の活動等、これからも東
YMCA の活動を盛り上げていきたいと思います。今後
ともどうぞよろしくお願いします！

―５―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West September 2019
HAPPY
3日
１３日
１４日
２０日

BIRTH

DAY

９月予定

9月

5 日 第 2 例会 ブリテン発送
１４日 地域奉仕・環境事業 河川敷清掃・BBQ
１６日 阪和部会 シティプラザ大阪１２時～15 時
各部会が有ります。年間活動資料をご参照ください。
１ ９ 日 例会
２３日 チャリティラン 花博公園
２６日 役員会
こども広場は毎週水曜日

杉村 徹君
岩坂千種さん
箕浦美子さん
田中加代子さん

WEDDING

ANNIVERSARY

今月は該当者がおられません

西日本区強調月間

９月

Menettes

愛（他者への思いやり）を行動へ！そして、ワイズダムへ心地よい風を送りましょう！
大野 勉メネット事業主任（神戸ポートクラブ）

阪

第 31 回
と

き

和

部

会

第 31 回

9 月 16 日（月・祝）12 時開会～15 時閉会

和

部

会

｛｝

メネット会ご案内

（11 時半～受付）

と

ところ シティプラザ大阪
堺筋線・中央線 堺筋本町①,⑫出口

き：9 月 16 日（月・祝）
開場 9：30 開会 10：00 閉会 11：30

ところ：大阪産業創造館 5 階
Ａ＆Ｂルーム
阪和部会会場の西 近隣
活動報告

記念講演「語り継ぐ、被爆の実相と平和への思い」

お食事

阪

秋を彩るお弁当とお飲物

和歌山 YMCA 労災病院ボランティアの会

昼食は講演後 13：30 頃～

さかいほっと広場
会

費

メン・メネット共 ￥7,000

（注）

この後は阪和部会に続きます

編集後記

指導者の資質によって著しく 世の中の様相が変わっていくことを私たちは今学習して
いるのだろう。政治の話を持ち込もうとしているのではない。選挙でえらばれる者は支持を得るために
かなり無茶をするのだなぁと思うにとどめる。ご承知の通りワイズでは、ひとが役職を求めるのでなく、
役職がそれに相応しい人を求めることを不文律としている。4 つの（I）アイで始まる資質を存分に発揮
し実行する者。すなわち 今 求められるリーダーは 堅実で規律正しいだけでなく 優れた発想と実
行力でぬるま湯になじんだ者を 強引にでも引っ張っていける人物ではないだろうか？
10 月 3 日に研修会が予定されている。良い方向に導くよう「Initiative」を発揮されることを期待する。
編集長 田中
会員数（連絡主事を含む） １１名
内

ゲスト・ヴィジター出席数

6名

にこにこ献金

功労会員数

２名

メネット・コメット出席数

8名

8 月分

特別メネット

2名

功労会員・広義会員出席数

2名

今期累計

10101 円

9名

8 例会出席者総数

23 名

充足率

209％

名

8 役員会出席者数

5名

7 月例会出席者数（会員）
メイクアップ
月の出席率

77.8％

8 月会員延べ出席者数

0円

13 名

第 45 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:丸尾欽造 副会長: 望月 強 書 記:横田憲子・
直前会長:田中惟介 連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場

：サンホーム

会 計:藤井敬子メネット会長：丸尾初子

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
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