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西日本区理事よりのメッセージ （2019 年 10 月 20 日）

【 被災地支援募金へのお願い 】  西日本区理事 戸所岩雄

台風 15 号、19 号により被災された方々や困難な状況におられる

方々に対して心よりお見舞い申し上げます。

ワイズメンズクラブ西日本区としては区独自での取り組みとしての

募金を行いたく考えています。役員会や研修会など区・各部・各クラ

ブが行う様々な機会を通じ「被災地支援募金」を募り、その集まった

支援金を効果的に配布すべく支援の対象を協議し、出来る限り的確か

つ効果的な支援を実行したいと考えています。（区への送金方法につい

ての文面は中略）

この支援については個別の情報によることなく可能な限り区全体と

して対応していきたいと考えますので、ご理解とご協力をお願いしま

す。但し、このことは DBC 等個別の友好関係により行われる支援を制

限するものではありません。

また、YMCA の動きとして、今回の災害に対しての支援の在り方を協議してきたなかで昨日各地 YMCA

に対して日本 YMCA 同盟より『ポジティブネット YMCA 基金』として被災地支援の目的の募金を募る旨

の通知が出されました。これは日本 YMCA が主となり実施する募金活動でありますので、我々も出来る

限りの協力を尽くしたく考えています。メンバーの方々におかれましては所属 YMCA より依頼があれば、

街頭募金への協力等について積極的にご検討を頂けましたら幸いです。以上よろしくお願い申し上げます。

主  題 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】 ピリピの信徒への手紙 2章 4    選・解説 岩坂正雄

「めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。」

―――それが隣人愛です。―――

The Y’sMen’s  Club  Of
OSAKA-KAWACHI

Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right”

C/O Osaka Higasi YMCA
3-1-18 Mikuriya Minami
Higasi-Osaka JAPAN
577-0034

http://kawachi-ys.org

11 月例会プログラム

11 月 21 日（木）18：30～20：30
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     杉村 徹君

   食事・歓談

インフォメーション

卓話     箕浦史郎君

「水都国際中学高等学校のご紹介」

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
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10 月例会報告         横田憲子

2019 年 10月 17 日（木）18：30～20：30

出席者：敬称略

メン   佐古・杉村・田中・中西・藤井・丸尾・望月・横田

メネット  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  木下康生（サウス）

ヴィジター 宮原 学（サンホーム施設長）

     恵美奈博光・小池 晃・寺岡博也・松本三枝子

（サウス）     今井利子（なかのしま）

     
以上 21 名

望月強メンの司会で、定刻に丸尾会長の開会点鐘

がならされ１０月例会がはじまった。会長の時間で

は例会を通して、台風１９号の被害に遭われた方々

にお見舞いをのべられた。そして本日の卓話をして

いただく木下康生メン紹介がありサウスクラブより

多数のご出席をいただいたお礼を述べる。１０月に

行われた東大阪市議会選挙に見事当選された中西進

泰メンに、これからのご活躍を期待するというお祝

いの言葉を述べることのできるうれしいことがあっ

た。これに答えて中西メンは苦しい選挙を経て３期

目も充実した仕事をしたいこと。今期は何か新しい

ことにも取り組みたいというお礼の言葉があった。

本日のゲストはスピーカーとし

て木下康生メン（サウスクラブ）

がご出席くださり「出会いが人生

を作る、ご縁の力」というテーマ

で話された。“人生には出会うべき

人に必ず出会う 一瞬遅からず一

瞬早からず常に感謝の心が大いな

る神がよき出会いを招いてくれる”という思いを持

たれている。木下メンの若い時に向き合われた御家

族の死で１人生活の経験もされ、戦後復興期に育ち

国民が一丸となって働いていた時期「しかん香」に

就かれるまで、機械関係の会社次に証券会社で猛烈

に仕事される。準備くださった今までの日経平均株

価の上昇グラフに見える豊かな日本となったレジ

メ、ひたむきに働いたころの人生の大切な言葉を得

た白洲正子の詩で縁あってこその人生や、宮沢賢治

の「雨ニモマケヅ」や「職場での教え」（アメリカ

インディアンの教えより）が自分の言動で職場がい

かに共にいい気持ちで働けるかということに気づか

れた。現在の職場で「しかん香スローガン」【中江

藤樹の教えより】を作成され毎朝朝礼で心に刻んで

おられる。２年前ワイズメンズクラブに入会され、

他者のために行動する人がいることに感激された。

これからは母子家庭の子供の支援をすることが大切

だと思っていると話された。

インフォーメーションでは佐古メンがジャガイモ

担当は今年で最後としたい旨話された。お世話様に

なりました。

にこにこ語録 （敬称略）      起稿 杉村 徹

恵美奈（サウス） 久しぶりにお邪魔

しました。温かい雰囲気の中で、卓話

を聞くことができました。木下さんの

益々のご活躍をお祈りしたいと思いま

す。中西さんが３回目の市会議員とし

て当選されたことが本当に嬉しかっ

た。今日はサンホームの賛助金を収めました。お世話

になる時はよろしく(笑)

寺岡（サウス）今日の卓話は今までで一

番良かった！

小池（サウス）感謝の気

持ちが一番かなと思い

ました。そうでない時

もありますが(笑)。でも

感謝の気持ちを大切にしたいと思いま

す。

松本（サウス）久しぶりです。ラグビ

ーを観戦して、初めてですね、スポー

ツ観戦であんなに一生懸命になったの

は。かっこいいですね。人の話をよく

聴くと書いていたので、今井さんの話

を聴いていたら自分の話を忘れてしま

いました(笑)

今井（なかのしま）今日のお話しあり

がとうございます。一番底辺の

1931 年に生まれました(笑)。それ

から戦争が続いて、その後みんな頑

張ってきましたね。子どもたちには

平和の時間になってほしいし、戦後

を頑張ってきた世代ですね。今度は節約の中で頑張っ

ていきましょう。私も社会教育委員としてワイズに入

らせていただいて、今に至ります。本当にご縁だと思

います。ワイズ 43 年、89 歳になります。これから

もよろしくお願いいたします。

佐古 ジャガイモの担当です。だんだん難しくなって

きたようです。15 万の収入を切るようでは駄目だな

と思いますが、青少年活動のために使えたらいいなと

思います。来年は 88 歳ですので、バトンタッチしま

す。

田中 先週土曜日にラグビージャパンがスコットラン

ドを破ってくれました。ベスト 8 進出！あの姿勢で

やればまだ勝てる！と思うし、次戦は平尾さんの命日

でもあります。頑張ってほしいと思います。

望月木下さんのお話し、本当に参考になりました。実

行できるかは分かりませんが、出会いを大切にしたい

と思います。

丸尾素晴らしい卓話を提供いただいた木下さん、自信

を覚えて（？）そんな私になりたい。

宮原途中からスミマセン。一つひとつ気づいて、一つ

ひとつ頑張っていきたいと思います。

木下（サウス）しょうもない話、清聴いただいてあり

がとうございます。貧困の子どものことを話しました
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今の貧困は僕らの時と違うんですね。みんな貧困で助

け合いがあったが、今は無いです。大人が手を差し伸

べてあげないとだめだと思います。環境の違いで貧困

が生まれ、学力差が生まれる。そこに携わっていきた

いです。

横田私も同じ年生まれです。とにかく家族で良く働い

ていました。しかん香スローガンを聞いて、反省すべ

きことばかり。今日はいい顔して家に帰ります(笑)。

中西 調子の悪い時に勉強すると

お話がありました。私も落選した

後の 4 年間、とても勉強しました

し、今のベースになっている。最澄

の言葉に一隅を照らすという言葉

があります。その心が一番大切だ

と言うこと、利他の心を持つとい

うことです。良いお話をお聞きできました。ありがと

うございます。佐古さんが若手に渡すと仰ったが、周

りを見たら…。67 歳ですが、一番若いのかなと思い

ます。頑張ります。市会議員としても「一隅を照らす」

を大切に頑張ります。

初田（メネット）すごく笑顔の紳士がいらっしゃると思

ったのですが、スローガンを見てなるほど！と思いま

した。

望月（メネット）仙波主事のご縁で河内クラブに入りま

した。45 年ほど前ですかね。いろいろと教わること

ばかりです。

藤井 領収書を作らないとと思っていたんです。娘が

「心斎橋のしかん香！」と驚いていました。孫にも「よ

く話を聞くようにって言うてるね」と言いましたが、

孫は「知らん！」と言っていました。また帰ってよく

話をします(笑)

丸尾（メネット）ありがとうございました。お勉強させ

ていただきました。主人と話をしていても「今の顔鏡

で見てみ」と、日々話すようにします。

大藪（メネット）私もまだ 73 なんですけど、出会い

とご縁を大切にして、まあまあ良い人生を過ごしてき

たなと思っています。一期一会と思っ

ています。私の親友はしかん香が好き

で、私はついて行って「これがいいわね

と」言うだけですが(笑)。ありがとうご

ざいました。

今日のニコニコ献金は￥15000－でした。感謝。

第４５期 第 5 回役員会報告   書記 横田憲子

西日本区強調月間“PR Wellness”

日時：2019 年 10 月 24 日（木）19：20～20：30

出席者  丸尾・横田・望月・田中

11 月例会 11 月 21 日（木）18：30～20：30

例会担当班Ａ班：田中・藤井・宮本・中西・杉村

卓話 箕浦史郎君（水都国際中学高等学校事務長）

テーマ「水都国際中学高等学校のご紹介」

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 杉村 徹君

にこにこ 当日指名   受付 藤井会計

12 月号ブリテン原稿

11 月例会報告 丸尾欽造君 巻頭言 田中惟介君

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（評議会） 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 11 月 29 日（金）です。厳守！

審議事項

1. 11 月例会 担当 A 班 詳細 上記

2, 12 月号ブリテン担当確認 上記

３ジャガイモファンド 注文数の３５０箱完売

4. ２０２０年～２０２１年度

クラブ役員選考委員の選出

クラブ会則第１４条第１項に基づき、

田中惟介君・望月強君・横田憲子君の３名任命される
5.その他

① クリスマス例会への準備

担当：田中・藤井・佐古・大藪

サンホームクリスマス会とジョイントの打

ち合わせを丸尾会長にゆだねる

② 西日本区「台風１５号・１９号被災地支援募

金」の要請の件

クラブとして個人募金の封筒配布と献品に

よる例会での販売を続けて募金とする方法

連絡事項

1, 国際選挙の規定改定

今期における国際選挙の選挙権が与えられる条

件は、過去３半期１５名以上維持のクラブ。

適用除外申請できるクラブの条件はクラブ設立

２５年以上で４～１４名のクラブ。今期河内クラ

ブの申請手続きは西日本区サイドで代行された

との報告。

2, 阪和部第２回評議会台風による日程の変更確認

日程：１０月２６日（土）１３：００開会 会場：

大阪ＹＭＣＡ 土佐堀館

出席予定者：丸尾欽造・田中惟介・横田憲子

3. 奈良ＹＭＣＡチャリティーラン

日程：１０月２７日（日）

場所：奈良 平城宮跡

4. 大阪南ファミリーカーニバル

会場：南ＹＭＣＡ全館

日程：１１月４日（祝・月） １１時よりスタート

5. 大阪ＹＭＣＡ大会

  日程：１１月２３日（土）

会場：大阪ＹＭＣＡ 土佐堀館

6.「大阪ＹＭＣＡチャリティーラン２０１９」公式フ

ォトサービスご案内

ＲＩＣＯＨ社提供 期間：１０月１２日～１１月３０日

7. “子供ひろば” １０月３０日（水）

ハロウィンパーティー５時より開催
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ワンコイン研修会報告             望月 強

サンホーム 6階小ホール：10月 3日正午より

出席者

杉村徹・丸尾欽造・丸尾初子・横田憲子・田中惟介・藤井敬子・佐古至弘・初田眞佐子・望月強・望月治子・

ゲスト増石廣之

大げさに考えずに簡素に開ける研修会を目指して開催しました。メネットさんの協力を得てテーブルいっぱ

いに広げられた料理を頂きました。無理に付けた題材が「YMCA サンホームの理解と共働」でしたが、杉村

主事より裏話を交えながら YMCAサンホームの内情をお聞きしました。堅い目の話題でしたので、メネット

さんの発言の機会が少なかったことを反省していま

す。

切手を提供頂いた元メンバー増石さんも参加いた

だき場を盛り上げていただきました。

最後にブリテン発行を皆で手分けをして手早く完成

し発送できました。今後このワンコイン研修会をブ

リテン発送と併用して事あるごとに開催しては如何

かとのご意見もあり、今後に繫がるワンコイン研修

会に発展させたいと思います。

  

11 月例会で 被災地支援のための 物産販売を 致しますので 販売商品の 献品を お願いします。

   ふるって ご持参ください。 お買い上げも どうかよろしくお願いします。

第 31 期（2019－2020 年）阪和部第 2 回評議会報告 丸尾欽造

日時：2019年 10 月 26 日（土） 13：00～15：40

場所：大阪土佐堀 YMCA 会館 10 階

出席者：全出席者数 23 名。（評議員数 21 名）過半数を超え成立宣言さる。

議事： 第 1 号議案：第 31 期阪和部第 1 回評議会議事録承認について

          ・異議なく原案通り全会一致で承認された。

    第 2 号議案：2018-2019 期阪和部収支決算報告について

          ・異議なく原案通り全会一致で承認された。

    第 3 号議案：第 31 回阪和部部会余剰金の処分について

          ・「余剰金 257.115 円全額を阪和部に帰属させる」提案に対し、異議

なく原案通り全会一致で承認された。

    第 4 号議案：2019-2020 期「阪和部メネットの集い」関係経費の支出について

          ・協議の結果、原案通り（支出額￥19,366）全会一致で承認された。

    第 5 号議案：2019-2020 期阪和部収支予算での西日本区次期役員研修会参加負担金

補助及び会長主査研修会負担金補助の増額の支出について

・異議なく、原案通り（￥2000×9 名）全会一致で承認された。

諸報告・協議：各クラブ会長、事業主査、連絡主事よりの報告及び次期における次々期部長

の選出に関する協議がされた。
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ＹＭＣＡニュース

岡本泰宏 野外キャンプ事業 副事業長

ユースボランティアリーダー研修会が行われ「未

来のために、いま私たちができること」をテーマに

２日間学びの時間をもちました。今回の研修会で講

演いただいたキリバス共和国に帰化した初の日本人

であるケンタロ・オノ氏。キリバス共和国は海抜２

ｍ程しかない島国で、温暖化による影響を地球上で

いち早く受けてしまう国であること。浸食、水没に

より国の存続が危ぶまれており、キリバスの未来は

地球の未来に繋がっていること。そんな危機迫るお

話や画像を見ることで、地球で起こっていることや

身の周りで起こっていることを身近な問題、自分事

として捉えるキッカケとなりました。そこから環境

や教育、ジェンダーなど幅広い問題について各々が

どんな未来にしたいか？そのためにどんな行動をす

るかを考えていきました。私たち一人ひとりの行動

は小さいものかもしれませんが、未来をつくるのは

今であり、自分たちだと強く心に刻みました。これ

からの様々な活動で行動や発信として、示してくれ

ることを期待しています。

リーダー会 ニュース

新家楓(もみじリーダー)

こんにちは！東大阪地域所属の新家楓(もみじリー

ダー)です。今年の 6 月に YMCA に入りました。

よろしくお願いします。趣味は音楽を聴くことで、

特にロックが好きです。高校時代に軽音部に所属し

ていたため、時々ドラムを叩いたりもします。他に

は、中学生の頃から続けているソフトボールも、大

学のソフトボール同好会の友人たちと休日にプレイ

したりします。

現在、中学校の英語教師を目指して大学で勉強して

います。1,2 回生の頃は自分の教師像が明確でな

く、なんとなく大学生活を送ってしまいました。3

回生になり、このまま教師になってもいいのだろう

か？と思い直して、たくさんの子供たちと関わるこ

とができる YMCA で活動することを決めました。

子供広場にくる子供たちはひとりひとり個性を持っ

ていて、純粋に楽しさを感じるとともに、リーダー

としてお友達との関わり方を教えたり、注意をする

ことに難しさも感じ、とても勉強になっています。

これからも子供達との関わり方を模索しながら、活

動に取り組んでいきたいと思います。

神谷喜恵(ワニリーダー)

東 YMCA3 年目のワニです。趣味はライブに行っ

たり、旅行をすることです。大学生活を後悔しない

ようにやりたいと思ったことは後回しにせずに思う

ままに挑戦してます。そのため、みんなに迷惑かけ

てるところもあるので、そういうところも大人にな

りたいと思います。実習も終わり、将来について考

えることが多く、YMCA での経験や活動も参考に

しながら将来について考えています。それに関して

も後悔しないように決断し、残りの学生生活や

YMCA での活動を楽しくこなしていきたいと思い

ます。YMCA では幼児体育に関わらせていただく

ことが多く、将来につながる学びがあり、日々勉強

中です。これからもよろしくお願いします！

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

先月のワイズ研修会でもお話をいたしました「み

んなで支えあおう会」。先日、定例会を開催しまし

た。YMCA のボランティアは単にお手伝いをお願

いする方では決してなく、ボランティアとスタッフ

が一緒に取り組んでいくことを大切にしています。

「みんなで支えあおう会」でも、ボランティアそ

れぞれの動機や目的を大切にしつつ、ボランティア

とスタッフとが一緒になって話をし、考え、行動し

たいと願っています。残念ながら 10 月の出張喫茶

は諸事情で中止となりましたが、11 月以降、茶話

会やミニ唄おう会、クリスマス会などが予定されて

います。ボランティアを通して子どもから高齢者ま

で、多世代への関わりをこれからも続けてまいりま

す。
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西日本区強調月間 11 月 Public Relations Wellness
ワイズデーを利用して、地域の人やマスメディアを巻き込んで社会的認知度を高めましょう！

加藤信一 広報・情報委員長（京都トップスクラブ）

被災地支援の為に オークションに変え、物産販売を致します。

  この支援は西日本区全体で取り組もうとしており、我がクラブとしても

アイデアを出し合って  それに応える刻（とき）であります。

  今月の例会から 始めます。 献品を お願いします。

  これは 継続して行いますので 今後もよろしくお願いいたします。（役員一同）

  元会員の増石君からブリテン送付用にと切手（82×60）を頂きました。いつも有難うございます。

会員数（連絡主事を含む） １１名 ゲスト・ヴィジター出席数 6 名 にこにこ献金

内 功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 6 名 10 月分 15000 円

特別メネット 2 名 功労会員・広義会員出席数 1 名 今期累計 37801 円

10 月例会出席者数（会員） 8 名 10 月例会出席者総数 21名 充足率 161.5％

メイクアップ 0 名 １０役員会出席者数 4 名

10 月の出席率 72.7％ 10 月会員延べ出席者数 12名

HAPPY BIRTH DAY   11 月

今月は該当者がおられません

WEDDING ANNIVERSARY
2 日 佐古至弘・利子夫妻

27 日 望月 強・治子夫妻

28 日 中西進泰・伸子夫妻

1111 月月予予定定
77 日日 第第 22 例例会会 ブブリリテテンン発発送送

1100 日日 ワワイイズズデデーー

2211 日日 例例会会

2233 日日 大大阪阪 YYMMCCAA 大大会会

2288 日日 役役員員会会

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日

妄言界 ラグビーワールドカップ 2019は 大きな盛り上がりを見せ 成功裏に終わった。ジャパンの活躍の

裏の エディージョーンズとジェイミージョセフ両コーチの 8 年間にわたる指導と それに取り組んだ選手・スタ

ッフの とてつもない努力を思うとき 自分たちのワイズに対する熱量の差を感じざるを得ない。

感動のほとぼりの冷めないうちに（と熱くなっているのは自分だけか？）何か Action を起こしたい。

しかし ここまで書きながら、パブリックビューイングでの熱い共感に既視感を感じている自分にふと思い当

たってしまった。夜の更けるのをかまわず語り明かした 友たちの顔々々・・・ 中島みゆきの歌ではないが みん

な何処へ行ってしまった？  この寂寥感にはまってしまうと どんどん奈落の底に落ち込んでしまう。

誰か 細くても良い 救い上げる糸を下ろしてください。 起死回生の力となる詞（ことば）を‥…

メンバー増強の為のアイデアを 日々あれこれ思っているのだが、冷え切った仲間意識（と感じている）の中で

EMC 主査としての葛藤はかくのごとく負のスパイラルに落ち込んでいく。追い込まれていく。パラドックスから逃れ

る術（すべ）さえ自力で模索せねばならない。ホントに苦しいのです。

                ちなみに EMC の C には conservation 保護の意味があります。

編集後記のタイトルを恣意的に変えました。 編集長 田中惟介

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 会 計:藤井敬子 メネット会長：丸尾初子

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   東大阪市御厨南３－１－１８   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/


