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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】

巻頭言

ローマの信徒への手紙 12 章 15
選・解説 岩坂正雄
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。」
―――共に生きる心です。―――

今

せずに

いつ

する？

田中惟介

地球温暖化の影響を受け、農作物の品種転換を図っておられる地域
のことを聞く機会が増えてきたように思う。気温、日照、土壌、降水
量に適した果樹（例えばキウイ、アボカド等）の選択、柑橘類の樹種
転換、長い時間をかけなければすぐに答えが出ないこれらの作業は十
数年も前から取り掛かっておられる。温暖化で北極の氷が溶けても海
水面は上昇するわけがない、とか

政治家の支持基盤維持の為に化石

燃料を採掘、利用するべく協定から離脱するとか
もしないやからが

揶揄や未来を想像

目に余る。ある限界を超えると元に戻せない（不

可逆と言う）ポイントは地球史的に見ればもうすぐそこに有るという
のに・・・・ストックホルムの少女（グレタ）の活動を蟷螂の斧

と

嘲笑してはならない。
地球温暖化対策のパリ協定が来年から動き出す。脱

12 丁目月例会プログラム
12 月 14 日（土）サンホーム 6 階
第 1 部 10：00～
司 会
宮本桂子君
開会点鐘
丸尾会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
望月治子さん
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
丸尾会長
インフォメーション
結婚・誕生祝い
丸尾会長
ニコニコアワー
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
第 1 部閉会点鐘
望月副会長
第 2 部 11：00～13：00
1 階ロビーへ移動
YMCA X’s 会へ合流

炭素の方向を高めるべく国連気候変動枠組み条約第
25 回締約国会議（COP25）が 12 月 2 日～13 日にスペインの首都マドリードで、開か
れ、
「パリ協定」の実施ルールを詰める協議が行われる。産業革命前からの温度上昇を 1,5
度未満にという声が高まっている。途上国や島しょ国が主で米・中・印等の動きは鈍い。G20 の排出量は
全世界の排出量の 80％を占めているのだからその責務は重い。歯切れの良さと綺麗ごとの演説はいらない。
早急に手を打たなければならない状況にある点は 我がクラブにおいても然りである。不可逆点を超え
てしまわないうちに 楽観や揶揄を排して取り組もうではありませんか？
温暖化対策に比すれば、ちいさい
大なことだと思うのです。

小さい問題かもしれないけれど

クラブの存続にとっては

とても重
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11 月例会
2019 年 11 月 21 日（木）18：30～20：30
出席者：敬称略
メン
佐古・杉村・田中・藤井・丸尾・箕浦・宮本・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
ヴィジター 今井利子（なかのしま ）正野忠行（泉北）
吉田全孝（サウス）
リーダー会 沖野千咲都（知ぃ）・新家 楓（もみじ）
以上 20 名

11 月例会報告：丸尾欽造
大阪市立水都国際中学校・高等学校
「水都国際の学び」
◆今期、まだ例会への出席が叶わなかった箕浦史郎君
がやっと出席された。水都国際校の設立準備に携わっ
ておられた頃から多忙であったが（現在、同校事務
長）、「大阪市立水都国際中学校・高等学校」をご紹介
する卓話を準備しての出席であった。宮本桂子さんも
体調が回復されて、今期、夕暮れの定例会への出席は
初めてで、みんなと笑顔を交えることができたご様
子。
◆晩餐の間、毎日テレビの「学校に行こう」という番
組で、タムラケンジさん（芸人）が水都国際高校を訪
問した取材番組（録画）が流されて、卓話へのプロロ
ーグとして効果的な時間となっていた。茶の間的な雰
囲気が漂う例会に、出席人数以上の厚みと温もりを感
じた。
◆さて、
「大阪市立水都国際中学・高等学校」と
は・・・箕浦君の用意されたスライド「水都国際の学
び」に導かれ、彼のプレゼンに引き込まれた。
まず、この学校は既存の概念を払拭する学校だから
驚きです。日本で最初の公設民営の学校。公は大阪市
であり、民は大阪 YMCA（指定管理法人）とする形態
です。従って教職員は YMCA の職員ということにな
ります。校章にも YMCA のマークがあります。どう
してこんな学校ができたのか。大阪市が国家戦略特区
制度を活用した「経済特区制度」の下で、国際的な場
面で活躍できる人材育成を図り、大阪市の経済発展に
寄与してゆく人材発掘を推進する枠組みから開設され
たそうです。
◆学校の様子など聞かせていただきメモ書きにしてみ
ました。
・2019 年 4 月開校の中高一貫教育校である。教育目
標は「社会に貢献する協創力をみがく」とあります。
特徴として、①英語教育、②国際理解教育、③課題探
求型授業の、教育 3 本柱で「21 世紀型のスキルを身に
着ける」とされています。教員の 40％は外国人で、共
用語は英語。英語があちこちで飛び交っているなど、
この学校、何となく「YMCA」そのものらしさに気づ
いたのは私だけではありませんでした。生徒さんたち
も YMCA らしさの体験を深めはじめているようで
す。
・まだ初年度で、学校は完成されていません。校則は
まだあまりなく、生徒が作った唯一の校則は「食べ歩

きしない」だそうです。クラブ活動もなく、これも生
徒が「SDGs を広めようクラブ」ができて３ヶ月にな
るとか。学校行事も生徒が主体的に行っているようで
す。施設面でも、校舎が 2023 年に最終完成の予定だ
そうです。海外の大学への進路希望も多いようで、そ
の希望に応えるために事務長さんは奨学金など大きな
課題を抱えておられるご様子でした。国際バカロレア
コースの実施も予定されており、ワイズダムでも、水
都国際校への理解を深めるために箕浦さんをゲストと
してお迎えいただければと思います。（紙面の都合で
記載できないことも多くありました）
◆台風 15 号・19 号被災者支援のための物販コーナー
を設置しました。売上は、￥10,000 もあり、ご協力に
感謝いたします。出席された「もみじリーダー」、
「ち
ぃリーダー」も箕浦さんのお話を熱心に聴いておられ
ました。また、お待ちしています。

例会報告補遺
毎年 河内クラブからジャガイモの
支給が有る事へのお礼だと言って食
生活創造室の堂本さんから
おいしいプリンの差し入れが有りまし
た。こんな関係がたくさんできるとい
いなぁ‥…

ちぃリーダーと もみじリーダーも例会に出席し X’s 会のアピ
ール。リーダーの大先輩、箕浦 Y’s の卓話を熱心に聞いていまし
た。 丸尾会長からのプレゼントも頂き、ラッキー！
田中記

にこにこ語録 （敬称略）

起稿

杉村 徹

丸尾 今日はＹＭＣＡであったと思います。箕浦さん
素晴らしいお話し、リーダーのみなさん、クリスマス
お支え、堂本さん、サンホームプリンもありがとうご
ざいます。
正野（泉北）コーヒーとプリントカレンダーと箕浦さ
ん、ありがとう。
吉田（サウス）佐藤校長がワイズに来られた時、2 年

―２―
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か 3 年前、ブラジルまで行っておられた。世界各国と
の大学との提携で奔走されていた。水都国際楽しみで
す。
今井（なかのしま）箕浦さんのご両親と同世代ですので、
かわいい坊やが大きくなって・・・
もみじリーダー英語の教師を目指しているので・・・
水都国際のお話しありがとうございます。
ちぃリーダー色々いただいてありとうございます。ど
うぞクリスマス会もよろしくお願いいたします。
佐古 たしか 62 年だと思いますが、結婚祝いありが
とうございます。来週検査入院。頑張ります。箕浦さ
ん、ありがとうございました。
望月 今の教育の話、いろいろ変わっている。河内は
何も変わっていませんでした。ラインをこの指とまれ
で広げたいと思います。が 登録の方法が分からな
い・・・
藤井 孫が、ＹＭＣＡのデイキャンプに初めて参加し
た。リーダーと包丁を持って料理をしたそうで、家に
帰ってきたら包丁持つ！と言ってヒヤヒヤしていま
す。
丸尾（メネット）箕浦さんありがとう。すごくお力を注
がれているのがよく分かりました。スマホもないし話
もついていけないし。これからどうしたらいいんでし
ょう？？
望月（メネット）誕生日祝い と違う…結婚祝いいただ
いてありがとうございます。
初田（メネット）箕浦さん、ありがとうございます。
宮本久しぶりに来ました。丸尾さんの期が始まって、
夜の部に来れたのは初めてと思います。夜の血圧が高
くて来れませんでした。肝臓の数値も悪くなって、我
流で食事を見直しましたら、すぐに良くなって。本当
に良かったです。
横田文科省を動かすくらい素晴らしい学校になるよ
うお祈りしています。
箕浦久しぶりに来させていただいて、完全ホームの中
で話すことができて、とても楽しかったです。後で田
中さんから評価のメールがいただけると思っていま
す…。始まったばかりですので、学校、頑張りたいと
思います。
田中 家庭の事情で、炊事洗濯一週間。今日のお弁当、
とっても嬉しい。おかずが 9 種類もある！！
大薮（メネット）箕浦さん、ありがとうございました。
望月さんに言われてライン友だちになりたいのです
が、なれないまま 2 時間ほど…(笑)。もうきっとなっ
ていると思います。
本日のにこにこ ￥13800－でした。多謝
第４５期 第 6 回役員会報告
書記 横田憲子
西日本区強調月間“EMC-E ＆ YES”
日時：2019 年 11 月 28 日（木）19：30～20：30
出席者
丸尾・横田・望月・田中・丸尾メネット

X’s 例会 第 1 部 10：00～11：00
例会役割分担
司会 宮本桂子君
聖句朗読 望月治子さん
にこにこ 当日指名
受付 藤井会計
X’s 例会 第 2 部 11：00～13：00
1 階ロビーへ移動
①サンホームバザー 支援 メネット担当
②災害被災者支援 物産販売 メン中心で担当
みかん・さつま芋・・袋詰め販売
売り上げの 50％は東 YMCA へ（X's 献金等に充当）
残りの 50％はワイズ災害支援金に充てる。
③写真担当 丸尾会長
④昼食はクラブ予算で金券を購入し各自に至急する。
終了後 ロイホーあたりで 歓談しましょう
12 月号ブリテン原稿
12 月例会報告 望月 強君 巻頭言 丸尾欽造君
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 12 月 20 日（金）です。厳守！
審議事項
1. 12 月例会

担当 A 班

詳細

2, 12 月号ブリテン担当確認

上記

上記

３.第 7 回役員会を 12 月 19 日（第 3 木曜日）19：00～
に変更し、ブリテン発送を 26 日 14：00～に変更する。
4. ２０２０年～２０２１年度
クラブ役員選考委員の選出
既定のローテーションに基づき打診する。
5.第 4 回「障がい者作品展」実施概要
実施することを承認した。尚、会場および日程の確保に
ついては中西君に照会中
ボランティアの組織化を踏まえ実施する。
会員一丸となって 展示・会場看守等協力する。
6.和歌山クラブ 70 周年記念祝会にクラブ規定に基づき
お祝い金を用意する
7.2020～2021 年度の国際役員投票の候補者の説明があ
った

連絡事項
1, 大阪 YMCA 大会 11 月 23 日（土）
出席者 岩坂・杉村・丸尾・箕浦・望月・横田
25 年継続会員として 横田・田中の名が示された。
2, 和歌山クラブ周年祝会 12 月 1 日（日）
出席予定者：丸尾・望月夫妻・横田
3.西日本区理事との懇談会 12 月 7 日 土佐堀
出席予定者 丸尾会長
4. 阪和部新年合同例会
日 時；2020 年 1 月 18 日（土）12 時～15 時
会 場：和歌山 YMCA6 階
会 費：￥5000－
12 月 25 日締め切り
5.クリスマス街頭募金実施
12 月 3 日（火）18：15～八戸ノ里駅前
12 月 6 日（金）17：30～小坂駅前

職員・リーダー達が立っています。
応援してください。

12 月例会 12 月 14 日（土）10：00～13：00
例会担当班Ａ班：田中・藤井・宮本・中西・杉村
サンホームクリスマス会で共にお祝いします。

―３―
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はありますが開催しています。これら若い世代は、地
球市民として環境や人の事を考え、行動する事ので

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

きる力を持っています。その力を表現できるように

「フレイル予防！」

YMCA としてサポートしていくことで、平和で公正

みなさん、フレイル予防ってご存じですか？フレイ

な世界の実現に繋がっていくと感じることのできた

ルってなんでしょう？？

会になりました。

フレイルとは「虚弱な状態」ということです。つま
りフレイル予防＝虚弱な状態の予防ということにな

リーダー会

ります。これまで厚生労働省は「介護予防」を謳っ

土肥奈津貴(どーなつリーダー)
こんにちは！YMCA リーダー4 年目の土肥奈津

ていました。今でも介護予防の方がメジャーかもし
れません。しかし実は、「あー、あなた介護予防が

ニュース

貴です。リーダー名はどーなつです。
私の趣味は釣りで、よく父と兄と一緒に釣りに出

必要ですね」（＝要支援認定が出るかどうかくらい）
という状態は、要介護に至らないことの方が珍しい

かけます。最近は、釣った魚をさばけるようにもなり

ことを私たちは知っています。

ました。

そこでフレイル予防です。フレイルな状態は高齢者

そんな私がこれから頑張りたいことは責任をとれ

に限ったことではありません。若者であっても、不

る人間になることです。今までは、年齢的には大人に

健康な生活によって引き起こされています。例えば

なったとは言え学生なので、YMCA ではスタッフさ

甘い食べ物があふれるこの時代、子どもたちが大人

んアルバイトでは社員さんがいて、自分が任された

になった時、糖尿病や口腔の疾病リスクが潜んでい

仕事にはもちろん責任をもちますが、もし何かあっ

ます。つまり子どもから大人までが、自分事として

ても誰かがフォローしてくれると甘えが少し心の中

フレイル予防に向き合っていくことが大切です。

にありました。ですが、春からもう社会人になるので

サンホームではフィットネスマシンを使った短時間

今まで以上に責任をもち、万が一何かあっても自分

デイサービスを開始しました。また大阪ＹＭＣＡ総

でしっかり責任をとれる立派な大人になりたいです。

合研究所ではフレイル予防講座を開催しています。

ＹＭＣＡニュース
岡本泰宏 野外キャンプ事業 副事業長
１１月２３日にＹアクターフォーラム、そして大

北野優(キーリーダー)

阪 YMCA 大会を実施しました。午前のフォーラムで

からです。子どもに由来を説明する時は、木が好きと

は SDGｓの１７個のターゲットから、興味のあるタ

言っていますが、自分でもだいぶ無理があると思っ

ーゲット毎に分かれて、どう実現していくか、大切に

ております（笑）

3 年目の北野優と申します。リーダー名は『キー』で
す。由来は、小中のニックネームが『きーちゃん』だ

したい事など多くの視点で話し合いました。また、海

趣味は音楽を聴くことで、よくコンサートにも行

外から来ている学生から述べられる自国での話や経

きます。その時に「誰のコンサート？」と祖母に尋ね

験、意見から、多くの刺激を受けることができまし

られ、最初のうちは丁寧に答えていたのですが、一向

た。午後からは、グローバルプログラムに携わってい

に覚えませんので正直に伝えても意味がないと思い

るユースボランティアリーダーから、８月に実施し

まして、最近は「劇団四季」と答えております。今年

ているグローバルユースカンファレンスに向けた新

は 4 度も劇団四季のコンサートに行っています。来

たな取り組みの報告がありました。運営に使われる

年は学生最後の年ですので、例年より多く、劇団四季

資金の一部でも自分たちで集めたいとの思いから、

のコンサートに行きたいと思います。

土佐堀１階でカフェやフリーマーケットを不定期で

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 １2 月報

日時

：

2020 年 1 月 18 日（土）
受付開始 11：30

場所

： 和歌山 YMCA

開会 12：00

閉会 15：00

6 階ホール

Tel 073-473-3338
講演

： 柴田 和也 氏
「日本初民間ロケット発射場について」

登録費

： ５，０００円

なるべく、公共交通機関をご利用ください
和歌山紀の川クラブ

会 長
実行委員長

どうぞ 良いお年を

お迎えください

新年は
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大谷 茂
永井 康雅

和歌山で

会いましょう

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West December 2019
HAPPY BIRTH
２５日

12 月予定

12 月
5日
14 日
19 日
26 日

横田充宏君

WEDDING
6日

DAY

ANNIVERSARY

宮本桂子・善之夫妻

第 2 例会 ブリテン発送
10 時～X’s 例会
役員会
ブリテン発送

こども広場は毎週水曜日
リーダー会 12/9 6：30～

西日本区強調月間

12 月

EMC-E

YES

E を行うためには、メンバーの増強とクラブ内での中堅メンバー育成が重要。
YES 献金は新規クラブ設立資金です。
牧野篤文 EMC 事業主任（京都トップスクラブ）

妄言界

12 月クリスマス例会の担当でありながら 会のイメージが どうしても 浮かんでこない。
あれほど奇抜な企画であったり 楽しんでもらうアイデアなんかが つぎつぎと出ていたのに、今回はかすりも
しない。泉の水が枯れてしまったのかと 思ってしまう。
モヤ～とした掴みどころのない 断片は 宙に浮いた羽毛のように 見えるのだが しっかりと固定できない。
落ち込む…落ち込む・・・消えかかった熾火を もう一度燃え上がらせたい。
老いの所為にしたくないし、まだまだこれからだと 思う。 “リフレッシュ” その意味のごとく 心と体の洗
濯をする事を 要しているのだろう。 旅に出ようか？若いころにしたような放浪の旅に。
しかし、しかしだ。白内障で目はうとく、耳鳴りひどく、筋力落ち、金は有っても体力が・・・嗚呼 如何せんか。
繰り言ほどウザイものは無いとは知れるが とどまるところを知らず。
落ち込む・・・又々 落ち込む…
5 頁の「サンホームニュース」はあたかも編集子に向けて書かれたのかと思う。フレイル＝虚弱な状態だって。
サンホームへ行こう。フィットネス上等。大阪 YMCA のフレイル予防講座を受けよう。
この 2 ヶ月で吉川三国志 文庫版全 8 巻を読み終えた。桃園の誓いからはじまり、三国鼎立、蜀の滅亡、魏の変
遷 司馬懿の智謀 その孫の司馬炎による呉の平定。晋時代へ移行するまでの壮大な歴史絵巻は 脳を活性化
し、心弾ませ 気が高まる思いがする。
小生の気力回復のもう一冊は 司馬遼太郎の 国盗り物語。
国主になりたいものだ。という乞食然とした松波庄九郎が斎藤道三となり 一国の城主となる物語。気力が萎
え、仕事に行き詰った時 何度読み返したことか。限界突破の万能薬！！ そうだ。本棚で これを探そう。
原稿が集まらず 気をもみながら なんとか紙面を埋めるべく この項を膨らませ書き続けるうちに 漸く
最後の原稿が届いた。 こんな気苦労も それを楽しむために駄文をしたためることで 頭のフィットネスにな
ると思い定め 次号への準備にもかかろう。 12 月 2 日 PM9 時 30 分 記
編集長 田中惟介
諸兄 決して 妄言に 惑わされる なかれ

会員数（連絡主事を含む）

１１名

ゲスト・ヴィジター出席数

5名

２名

メネット・コメット出席数

6名

11 月分 13800 円

2名

功労会員・広義会員出席数

1名

今期累計 51601 円

11 月例会出席者数（会員）

9名

11 月例会出席者総数

メイクアップ

0名

11 役員会出席者数

内

功労会員数

特別メネット

11 月の出席率

81,8％

11 月会員延べ出席者数

20 名

にこにこ献金

充足率

181,8％

5名
14 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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