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２０１０～２０１１年度【主
題】
クラブ主題
ワイズ事業に活力を！

大谷美佐子
阪和部主題 愛のわざを働くよろこびにしよう。
“Work for Love , Joy to Work”坂本 智（紀の川クラブ）
西日本区主題 飛翔たとう ワイズスピリットを胸に “Forward with Y’s men’s spirit in our hearts ”
副題
泰然自若の精神で “Let’s meet challenges with calmness”仁科保雄（京都キャピタル）

アジア主題“Once More We Stand”「心新たに立ち上がろう」
スローガン

高田

“Realization of World Peace through Y’s Activities”

「世界平和をワイズの手で」

国 際 主 題“Once More We Stand”
「心新たに立ち上がろう」
“Build a Bridge to the Future”

スローガン

【今月の聖句】ローマの信徒への手紙 12 章 15 節

一彦（横浜クラブ）

藤井寛敏（東京江東クラブ）

「明日《あす》への橋を架けよう」
（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。
」
―

YMCA のボランティア精神の原点です。他者と共感し、共に生きてゆこうとする姿が YMCA サービスの活動です―

『リーダーを応援し続けたい』

正野 忠之

4 月例会プログラム

未曾有の災害が起きました。平和な田舎町をこれでもかと
Y サ・ユース
破壊してしまった天災の恐ろしさ。何十年に一度というなら、
4 月 21 日（木）サンホーム
我々はそのタイミングに立ち会ってしまったのでしょうか。
6：30～8：30
思わず神様に問いただしてみたい気持ちになりました。
司
会
芳澤伸之君
そんな苦しみの中、被災地の子どもたちが困っている人や
開会点鐘
大谷会長
お年寄りを助けようと活動をしています。小学生、中学生、高校生、そして
ワイズソング
一
同
聖句朗読
杉村 徹君
大学生・・・自分たちが元気になり、役に立ち、町を立て直すんだと迷いも
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
なく語る子どもたちを見ると、勇気が湧いてきます。日本の未来は明るいよ
会長の時間
大谷会長
と叫びたくなります。
食前感謝
佐古至弘君
Ｙサ・ユース事業主査を２年続けて、させていただきました。貴重な経験
食事・歓談・インフォメーション
だったと思います。学生リーダーを見ていると、震災の中で立ち上がる子ど
ゲストスピーチ
渡辺秀規 Y’s
もたちと同じように、日本の未来に希望と安心を見いだします。
「旅のあれこれ」
この時代、ボランティアリーダーをやり続けることは並大抵のことでない
誕生・結婚祝い
大谷会長
はずです。子どもが好きで、ＹＭＣＡが好きで、学生生活の貴重な時間をリ
にこにこアワー藤井君＆畠平君
YMCA の歌
一
同
ーダーとして費やすことに、もっと光が当たっていいのではと思います。大
閉会点鐘
横田副会長
人目線でなく、ＹＭＣＡに集うボランティアの仲間たちとしてエールを送り
続けられればと、主査としての任期をまもなく終える今、一番願います。
来年の７月には、クラブを代表して阪和部に出ます。次期部長というのも役職だそうですから、ＥＭＣに始ま
って部長まで６年続けて部の仕事に携わることになります。自分の思いと裏腹な部分もありますが、クラブのみ
なさんが応援してくださるのだから手を抜くわけにはいきません。プレッシャーを感じないと言えば嘘になりま
す。でも、部長を任せられてもやることは変わらないと思います。ボランティアリーダーという素晴らしい存在
を応援し続けるだけです。そのことに邁進していきます。こんな私に変わらず力を与えてください。
会
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大阪河内ワイズメンズクラブ
３月例会報告

--サンホーム ６階 ―
２０１1 年３月１７日（木）18：30～20:30
記録 横田憲子

出席者(敬称略)
メ

ン

田中・藤井・望月・芳澤・大谷・杉村・宮本
佐古・伊藤・加藤・横田・新本・丸尾・岩坂
畠平・正野・中野
メネット伊藤・望月・丸尾・中野・初田・新本・大藪
ゲスト・ビジター
北田理恵（卓話・リーダー）
猪瀬正雄（泉北）
・東 良學（サウス）
今井利子（なかのしま）
丸太 秀（正野友人）
・鈴木えみ（東ＹＭＣA）

以上３０名

会を始めるにあたり３月１２日の東日本大震災で
亡くなられた方のご冥福を祈り黙祷を行う。重苦しい
空気の中、大谷会長の開会点鐘で３月例会が始まる。
司会は横田メンです。会長の時間では仙台 YMCA が
行っている被災者救援活動に必要な物資リストが届
けられたため、緊急役員会を行い＠マスク１００ダー
ス＠軍手１００ダース＠毛布１０枚を１８日午後東
京 YMCA 妙高高原ロッジ宛てに配送することを決議
された。本日のゲストは正野メンの仕事仲間で東大阪
在住の丸田秀（まさる）様です。
“キッチンオリタ”さんの食材豊富な食事をいただ
きながら、インフォメーションをお願いする。
泉北クラブの猪瀬メンより、ニュージーランで書か
れた絵を絵葉書にされニュージーランド地震の献金
にというお願い。
サウスクラブの東メンより５月のライブラリーコ
ンサートのスポンサーとして河内クラブが共催して
くださるお礼とチケット３０枚持参そして集金のお
願いです。
鈴木えみウエルネス所長は子育て支援の“アフター
スクール”と八尾市に“志紀ディサービス”４月より
スタートすること。
岩坂交流事業委員長より済州クラブの３０周年記
念例会のことで、正式に召喚状が届いたという報告が
なされた。
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２０１１年 ４月報

丸尾書記より東日本大震災の献金のお願いがあり、
献金袋を配布される。
本日はゲスト
スピーカーとし
て東ＹＭＣA 学
Ｙリーダー北田
利恵様こと“ラ
ムリーダー”が
「ミャンマー体
験報告」です。
２０１０年１２
月２４～３１日
大阪ＹＭＣA ミ
ャンマースタディーツアー参加者１０名の１人とし
てヤンゴンとマンダレーを訪問した。高齢者宅を訪問
したり子供たちのプログラムで一緒に遊んだり、又今
回はマンダレーと大阪ＹＭＣA とのパートナーシッ
プ１０周年記念式典にも出席した。特にラムリーダー
は相違点と共通点を見つけ語ってくれた。日本のよう
な核家族ではなく共に生活しているせいか高齢者の
家に子供たちが気軽に訪れ話をする姿をみる。でも教
育は生活のため仕事をせざるを得なく
学校に行けない子供が多いのではないか。さらに水や
電気・医療など生活環境の改善はまだまだこれからと
いう。共通点は子供の目の輝きが同じで、「こんにち
は」とビルマ語で挨拶すると笑顔が返ってきて語りか
けることの大切さを感じたという。参加しての感想は
「これからの日
本でのリーダー
活動および国の
壁を超える国際
活動においても、
個人個人の“でき
る”ことをお互い
認識し合い（自分
自身が、またお互いが、気付き、認める、認め合う）、
仲間と共有し手をつないで活動をすることが大切だ
と強く感じた」という。貴重な経験をされたラムリー
ダーの今後の活動に期待したいですね。

いつもの
誕生・結婚記
念御祝いが
あり本日のゲストの丸田さんも会長より手渡された。
にこにこアワー担当は中野メン・メネットの御世話を
いただき２１，１１６円となりました。ところが、こ
こで問題発生、テープ録音のスイッチが入っていない
ことが判明。テープ起こし担当の方、記憶でよろしく
とのこと、申し訳ありません。

大阪河内ワイズメンズクラブ
にこにこ語録 （３月例会）

敬称略

テープ起稿 大谷美佐子
鈴木 東ＹＭＣＡで「フェイス ブッ
ク」を始めましたのでご覧ください。
望月 済州クラブに行きますのでご参
加よろしく。
藤井 本日は 芳澤さんとちょっと悪
いことを考えていましたが この状況ですので次回に
します。
杉村 遅れまして、ミャンマーの話最初から聞きたか
ったのですが、残念です。いいお話しを有り難うござ
いました。
新本メ メネット会で色々と教えて頂いたりしていま
す。
望月メ ラムリーダー有り難うございました。これか
らも良い経験をしてください
大藪メ 例会の前に済州に行くお土産を作っていまし
た。有り難うございました。
丸尾メ ミャンマーでの働き、本当に若い人は素晴ら
しいなぁと感心します。これからも活躍してください
お願いします。
初田メ 私も一人暮らしです、独居老人の会があり出
席したのですが私若い方でした。
伊藤メ 家で「手首カバー」
」を老後の生きがいとして
作っていました。１０００が目標で８００まで来まし
た、２００組近くが手元に有りますので震災募金にと
店先で販売しています。
伊藤
ロシアのＲＤ，オルガがメールで「放射能が
気になる
放射能で危なければロシアに非難してく
れ」と儀礼的であるとしても非常に嬉しい事です
今井（なかのしま） 大阪ＹＭＣＡの若い職員さんにお
話することがありまして お礼としてＹＭＣＡ１万円、
日本区大会に行くのを止めてワイズに１万円させてい
ただきます。皆で支え合って行きましょう。
加藤 北田さん今日は有り難うございました。一人暮
らしです老後はミャンマーに少し興味を持ちました。
宮本 若い方が外国に行かれ体験や勉強をされる事は
良い企画だと思います。これからもずっと活動を支え
て行く温かみのある ワイズメン活動でありたいです
北田（ラムリーダー） 皆さん今日はお
話を聞いていただいて有り難うござ
いました。この機会を今後に生かして
頑張って行きたいと思います。
大谷
東ＹＭＣＡのリーダーの皆
さんはしっかりしていて礼儀正しい
と思います。それは鈴木所長さんのご指導が行き届い
ているのだと思います。有り難うございました。
横田
巻頭言に岩坂さんより 次年度は「元気よく
飛び跳ねるウサギ年」と じゃじゃ
馬にならないよう気を付けます、宜
しくお願いします。
東（サウス） 先ほどお礼を言いま
したが今回河内クラブの皆さんが
ライブラリーコンサートの協賛ス

２０１１年 ４月報

ポンサートやって頂いて本当に感謝しています。今４
０回まで計画を組みましたが継続できているのも「協
賛スポンサーのお陰である」
」と大阪南ＹＭＣＡの記念
誌にも画かせていただいています。 もう一つお礼が
あります 伊藤さんからいつも世界からの情報を河内
の皆さんと同じように戴いています。妻 正美といつ
も見させ頂いています。
猪瀬（泉北） 大震災で世界が日本
を支えてくれる、タイでは祈りの会
を持ってくれたとか 日本人の冷
静さ、マナーの良さ、日本人は整然
と やっていると世界は今見直し
てくれているようです。私も小さな
絵葉書運動を長く続けることで大
きな広がりとなって貢献が出来ることを願っています。
ご協力宜しく。
丸田（ゲスト） お話をありがとう
ございました。初参加をさせていた
だきました。３月で５５を迎えまし
て第二の人生を真剣に歩まないと
いけないと、仕事外で色んなものを
発見したいと思っています。今日は
北田さんから笑顔を頂いてドキ
ン・ドキンしています。
（またお越しくださいお待ちし
ています）
正野
保護者同伴ですので緊張しています。一人暮
らししているとリーダーが来てくれると 真に受けて
交渉してみようかと・・・・・嘘で～す。ピータンリ
ーダー、ラムリーダーが来てくれまして徐々にリーダ
ーの活動を皆さんが知る場が出来たらいいなあと切に
望んでいました。今後もやって行きたいと思います。
岩坂
ミャンマーのこと若者の視線でお話しして下
さって有り難うございました。誕生日プレゼントも嬉
しいですが「痛みを共有しよう」の標語が嬉しいです。
丸尾
若い彼女から教えられる立場にあるというこ
とを知りました。私達も災害の中で自分自身一緒に生
かされていることを再認識いたしました。色んな事を
反省しながら新しい自分の第一歩にしたい。丸田さん
丸々コンビになったらなぁと～宜しくお願いします。
新本
伊藤さんから送られてきたオルガさんのメー
ルをよんで目が熱くならました。新約聖書 ヨハネ
第１の手紙が大きな活字でした、聖書を出して読みま
した。
佐古
茨木にいる息子は無事だとわかりました。
畠平
リーダーの貴重な体験談、ありがとうござい
ました。
田中
結婚記念のお祝いありがとうございました。
済州クラブ訪問にはメネットも同伴すると言っていま
す。
芳澤
震災の影響で仕事上、介護用品の手当てに影
響が出ています。
中野・中野メ 有り難うご
ざいました
本日のにこにこは
￥２１，１１５－ でした
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大阪河内ワイズメンズクラブ 2011 年 4 月報
第３6 期 第 10 回役員会報告
“ワイズ事業に活力を”
日本区強調月間 4 月 Y サ・ユース
２０1１年 3 月 2４日（木） 東ＹＭＣＡ

出席者

大谷・芳澤・田中・藤井・横田・望月・佐古
正野・伊藤・丸尾・畠平・尾北・杉村

4 月例会
4 月 21 日（木）6；3０～8；30 サンホーム
Ａ班担当；佐古・芳澤・伊藤・藤井・杉村・畠平
ゲストスピーチ；渡辺 秀規 Y’s 大阪堺クラブ会長
テーマ；「旅のあれこれ」

例会役割分担
司 会
芳澤 伸之君
聖句朗読
杉村 徹君
食事手配 佐古 至弘君
食前感謝
佐古 至弘君
ニコニコ
藤井 敬子君 ＆ 畠平 剛志君
受
付・音楽担当
会 計
望月・藤井君

5 月号ブリテン原稿
例会報告
役員会報告
２月例会にこにこテープ起し
Ｙニュース
サンホームニュース
巻頭言
原稿締切は 4 月 27 日

厳守！

正野 忠之君
丸尾 欽造君
畠平 剛志君
鈴木えみ さん
尾北 昇君
丸尾 欽造君
5/6 印刷発送日です。

審議事項
１. ５月例会 Ｂ班担当 メネット例会・部長公式訪問
正野（委員長）
・宮本・丸尾・加藤・望月・山内・青野
フランスシター演奏・他企画中
２. ＹＭＣＡ志紀デイサービス開所のお祝いについて
開所式 ３月２９日（火）ｐｍ２：００～３：３０
ＹＭＣＡ志紀デイサービスに於いて
大谷会長・佐古運営委員長・伊藤後援会長 出席
お祝いに観葉植物を用意する。予算＝１万円以内
３. 済州クラブ３０周年訪問 お祝い等について
河内３０周年時を考慮し祝い金等を検討する。
４. 河内クラブ研修会会計報告 （中野委員長）
委員長欠席の為次回に変更
５. らくらく車椅子登山について（丸尾委員長）
ボランティアの応募待ち（4/9 まで）
４月になってから下見に行く予定。
クラブ参加者と車両提供確認。
６. 東日本大震災 関係
３月例会時の席上募金は８万円となりＹＭＣＡ同盟へ
震災支援金として送金した。
又、同日臨時役員会で決定した支援物資
軍手１００ダース・・・・・・・・購入
マスク（６０枚入り）３２箱・・・購入
毛布１０枚・甚平１枚・・・・・・（伊藤 Y's 提供）
石鹸 1 箱・・・・・
（提供された方は申し出てください）
は翌 18 日東京ＹＭＣＡ妙高高原ロッジへ出荷しました。
７. 香港 九龍（カオルン）クラブから
大阪Ｙ関係のワイズメンクラブと英語でのクラブ交流の
申し出ありました。
（連絡のみとする）.
８.４月役員会の変更について
済州クラブ訪問と重なるため４月２６日に変更する。
９.ＨＰリニューアルに関し
畠平君のスキルを生かしリニューアルする。
プロバイダ・ドメイン等変更する。諸費用として１万円を
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予算化する。

報告事項
1. 東日本大震災について
東ＹＭＣＡ震災募金活動 ３月２６日４時～６時
八戸ノ里駅前 協賛・協力する。
２. 次期国際議員のＩＣＭＥ投票 投票を済ませた。
３.サンホーム車椅子清掃 ３月２６日ｐｍ1:00～3：00
参加＝芳澤・丸尾・横田・藤井・正野・田中・望月メ
大阪商業大学高等学校・デザイン美術コースの久語民雄教
諭から連絡が入り１０人の応援部隊を用意して戴けたよ
うです。敬愛高校生や外部の方々、クラブ員合わせて２５
人規模になりそうです。
清掃後に懇親会も行いたいと思います。若者たちとの良き
交流の場になれば幸いです。
４.桃の里幼稚園 草刈清掃４月１６日ｐｍ1:00～3：00
参加＝芳澤・丸尾・横田・正野・田中・伊藤メ・大谷
５. ライブラリーコンサート ５月２１日（土）
ＰＭ3：00～4：30
河内クラブスポンサー
例会にてチィケット完売しました。
皆様有り難うございます。
６. 河内クラブ役員交代式
７月２１日（木）
７. 土佐堀クラブ６０周年祝会 5/21（土）４時～７時
祝い金を用意する。列席＝伊藤・望月・横田・正野
８. 岩国みなみクラブ チャーターナイト
５月２８日（土）ｐｍ３～７於：岩国国際観光ホテル
９. 第１４回西日本区大会
６月１１日（土）～１２日（日）
於：ウエスティン都ホテル京都
参加者 メン・９名 メネット・３名 杉村連絡主事

連絡事項
1. ４月１日（金）ブリテン印刷・発送
2. なごみ４月実施については未定
3.畠平君の震災ボランティア報告＠加古川

車椅子清掃
3 月２６日（土）
大商大高校生７名と敬愛高校生２名、あわせて９名と
久語民雄教諭（大商大高校）、河内からはメ
ン・メネット１０名の参加を得て恒例の車
椅子清掃が行われた。
芳澤実行 Y’s の思いは地域の高校生の
奉仕活動を巻き込み、若い力の助けを得て、
またたく間に車椅子を磨き上げ、余力で入
居者の寝台周りまで綺麗になった。終了後
の懇親会も異世代交流の場となり、和やかな時が流れ
た。今後も彼らや彼らを受け継ぐ者たちと共に継続さ
れ、他の活動にも加わってくれるであろう。
地域の、意の有る方たちに活動の場を提供すると言
う指針を得たように思う。
田中記

大阪河内ワイズメンズクラブ 2011 年 4 月報
阪和部ＹＹフォーラム２０１１報告

阪和部Ｙサ・ユース事業主査 正野忠之
３月５日（土）、大阪南ＹＭＣＡにおきまして、今年度の
阪和部Ｙサ・ユース事業としてＹＹフォーラムを開催しま
した。昨年度はワイズメンとリーダーが集える場として「Ｙ
Ｙひな祭り」を盛り込んだＹＹフォーラムを企画しました
が、今年度は、昨年行われました「全国 YMCA リーダー
研修会（全リー研）」の奈良ＹＭＣＡリーダーによる報告会
をメインテーマに、リーダーたちの頑張りをワイズメンと
共有しようという試みでの開催です。
ワイズメン１８名、リーダー１１名、
連絡主事１名に、遠く熊本より亀浦Ｙ
サ・ユース事業主任にも出席していただき、熱き報告会を感じあえたのではないかと思
います。大阪東ＹＭＣＡからは全リー研に参加したピータンリーダーが出席。以前より
東Ｙのリーダーとして親交がありましたが、全リー研を経験されて、リーダーらしさが
増したように感じました。全リー研のテーマである「リーダー力をみんなで磨こう」を
学び、実践されているからではないでしょうか。終了後、参加リーダーより「ワイズの
人たちから感想が聞けて良かった。
」
「全リー研が終わって５か月経ったが、あのときの
熱気がよみがえりました。伝えられてよかったです。」といった感想が口々に聞かれました。亀浦主任は後
日、
「感動しました。我々はいつもリーダーのことを知った風に考え支援しているつもりでいたが、我々か
ら学びに行かないとリーダーがやっていることはわからないと気づかされました。熊本で開催されるとき
（来年開催予定）は必ず行きます。
」と強く述べていました。2 年間、私なりに考えてやってきましたが、
リーダー、ワイズのみなさんに何か伝わったと思うと主査冥利に尽きます。亀浦主任はＹサ・ユース事業の
ブログを起ち上げ、西日本区のホームページに告知しています。その中で今回のＹＹフォーラムが取り上げ
られています。ぜひご覧ください。
奈良Ｙリーダーの多くは、ワイズメンズクラブをかなり身近に感
じています。それは奈良クラブのみなさんの創意工夫があるからで
す。今回のフォーラムを機に、各地でリーダーとワイズメンの距離
感が縮まる活動が活発化することを願ってやみません。私たち河内
クラブでも、先を見据えた活動ができればと思います。

２０１０年度

次期会長・主査研修会報告

大谷美佐子次期ＥＭＣ主査
３月１２日（土）～１３日（日）にチサンホテル 新大阪で開講されました。
大阪河内クラブからは 横田憲子次期会長・正野ＬＤ委員・大谷の参加でした。
仁科理事のご挨拶の中で今回の東日本の大地震のことに触れられ、今日このように研修会を開講出来た事へ
の感謝を述べられました。西日本区現状報告そして新役員紹介、理事・主任の活動方針へと進み充実した内
容で時間もあっと過ぎてゆきました。
２日目は各部ごとに分かれての懇談（部長活動方針・会長活動方針・主査報告）特に
松本部長の次期における意気込みは凄く力強く語られていました。主題は「響き合い、ともに進む Ｔo walk
together、echoing each other.」 主役は クラブ部長は 応援団・各クラブの活動を支え行く。また
他クラブ訪問も活発にとの提言でした。その他の意見が出和やかな雰囲気の中で話合われました。
☆全リー研終了時、お別れの時、感動の涙涙・・だったそうだ。クラブ研修や次期会長・主査研修会が終わった時、感動
は、いつも（多分）無かった。彼らの若さ故か？ 否 熱く取り組んだかどうかではないだろうか？ 醒めた空気を熱く
する工夫をリーダー達から学ぼうか？ などと考えていたのだが……大震災を受けとめた河内クラブでは・・・・・

３月１７日（木）緊急役員会

3・11 東日本大震災の支援に向けて臨時拡大役員会が持たれた。
この異常事態にクラブはどう取り組むのか、真剣に話し合われた。そ
れぞれの感性で、同じ方向を向きながらも、憂国、危機管理、1/17
からの教訓等の思いからの様々な熱い発言が続き、それが、整然と以
下のような決定に収束した。直ちに①支援物資を調達。②この後の例
会で席上献金を求める。③東ＹＭＣＡの街頭募金をサポートする。多
分それでも尚、それぞれの思いにずれが有るとは思うが、継続しての
活発なアクションが期待できる。元気出そう日本！
そして 共に元気出そう河内ワイズ！！

―５―

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１１年 ４月報

我らが仲間

鈴木えみ

今年も 8 名のリーダーが大学を卒業し、ユースボランティアリーダーとしての活
動を終えました。小学校の先生になるもの、自分の夢を追って東京に旅立つもの、
企業に就職するもの、そしてサンホームに入職するものなど、ひとりひとりそれぞ
れの道が開かれ社会人 1 年生としての第 1 歩を踏み出そうとしております。
3 月 20 日の夜から毎年恒例の「追い出し
コンパ」がありました。在ワイ生や OBOG
が集まり、活動を終える者たちの花道を飾り
ました。
私はこの日が 1 年のなかでも大好きです。
巣立つ彼らは、4 年間の思いや YMCA への
感謝、後輩たちへの助言、そして未来への希
望を、涙ながらに語ります。在ワイ生は、先
輩たちが居なくなる不安とそして今までの感
謝が入り混じるなか、先輩たちの語りに耳を
傾け涙します。そのような状況を経て「伝統」
や「最高学年の持つ責任」がバトンされてい
くことを感じます。そこには確実に「前進し
ようとする力」
「新たなことへチャレンジす
る姿勢」が存在します。
さめざめと泣き悲しむだけで終わるのでは
なく、そこに集う全員が「新たな決意」を持つ日なんだなぁと思っています。だからこの瞬間が好きです。
「リーダー達の成長は私の喜びである」と素直に言えるようになりました。東ＹＭＣＡに連なるスタッフリー
ダーが素晴しい人にそして素晴しいＹＭＣＡ指導者に成長できるよう、日々努めたいと決意新たにする今日この
頃です。

２０１１年度のサンホームの職員体制は下記の通りです。
（主務者のみ）
新拠点八尾志紀デイサービスは杉村が担当しますのでよろしくご支援の
程お願いします。
１． 社会福祉事業本部
本部統括
本部統括補佐

尾北昇（兼務）
重信直人（兼務）
担当 杉村徹（兼務）
大塚由実（兼務）
秋山健二（兼務）

２． 高齢介護事業
（サンホーム）
施設長
尾北昇
事務局
副主任
月川智宏
施設ケア事業部 統括主任
秋山健二
副主任
石川慶子（５階担当）
副主任
伊藤鉄矢（４階担当）
副主任
八尾大樹（３階担当）
副主任
矢野成悟（ショートステイ担当）
在宅支援事業部 統括主任
宮原学
(地域包括支援センター) (デイサービス担当・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ担当)
副主任
吉田絵理 (地域包括支援ｾﾝﾀｰ担当・ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ担当)
副主任
上村五月 (デイサービスセンター担当)
食生活創造室
統括主任
堂本隆子
総合医務室
秋山健二（兼務）
（志紀デイサービスセンター）
管理者

―６―

杉村徹

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１１年 ４月報
3/26；２回目の街頭募金が
八戸ノ里駅前で有りました。

メネット会の今日この頃
この度の未曾有の地震、津波。ＴＶを観ていて、本
当に言葉を失う惨状でした。
被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。
今期は豊島神愛館への献金を目標に、新年合同例会
に於いて、アームバンドを販売しました。好評に付き
追加注文を頂き、無事目標達成しました。
来期に向けて“手首カ
バー”を作成し、献金の
資金にしようと、伊藤メ
ネットからご提案。
「老後の生きがい」と
して既に 800 組ほど作
られているそうですが、アームバンドと違って、手縫
いではなく、ミシン掛けなので集まってお喋りしなが
ら作ると言うわけには行きません。お宅でミシンをか
けてくださる方大募集です。そして材料として一組作
るのに（45×25）の布が２枚要ります。綿 100％
のブロードの様な布地で小花やチェックが箪笥に眠
っていたら、ご寄贈、お願いします。
この“手首カバー”は エプロンをつけるほどでも
ない水仕事、掃除、おかたづけに重宝しています。
震災の惨状を見て 伊藤さん宅ではすでにこの手
首カバーを￥１５０－で販売し、募金を始めておられ
ます。好評で随分お求めいただいたようです。河内 Y’s
でも販売します。メネット会から協力を申し出ました。
会員の賛同を得る前に“なごみ”で集まったメネット
で、被災者の一助になればと購入しました。
日頃、メネットの皆様にはご協力いただいて、有り
難い事と感謝していますが、この度の災害に更なるご
好意を賜りたくお願いします。
メネット会長 大藪暢子

震災支援関連

ITO NOTE（伊藤 Y’s）や他の河内メンバーへ海外
から多くのお見舞いメッセージが届いています。
その都度、メールが転送され会員の多くがそれを見、
温かい思いを寄せてくださる海外のワイズへの感謝
を共有しております。
ここにそのお名前のみを掲載します。
the Alpha Chapter Club Edward（シンガポール）
Saint-Petersburg DG Alexey Vasilyev（ロシア）
Erick Kim（元国際会長 USA）Kuｌara（アフリカ）
Terry Roznos Whittier A.M. Club（USA.）
董增立（台湾） ソン・キュジン（済州）
Margaret Hall,（カナダ）
Svetlana S. Nina Serova Olga Azaryan,
RD Olga Vozchikova. Natalia Krokhina
Lyuba Salomon Peter Kurnygin（ロシア）
Godfrey Francis（スリランカ）
Maurice Shimonishi（ハワイ）
Murray Stevens John & Christine Deasey
（ オーストラリア）
Alan Wallington（Y's men's World の編集長）

東日本大震災・東北地方太平洋沖地震
募金活動ご協力のお願い
曾有の困難に、祈りをもって立ち向かう
日本YMCA 同盟

理事長 中川善博
総主事 島田 茂

●募金期間
2011 年 3 月１４日（月）～4 月 30 日（土）
ＹＭＣＡ

志紀デイサービス

開所式

３月２９日（火）八尾市志紀のデイサービスセンタ
ー開所式がありました。

速報

軍手・マスク・毛布等
１８日に妙高高原ロッジに
発送しました。

クラブから贈られたドラセナの鉢植も飾られ、列席
のクラブ員も久々の明るいニュースで とても良い
笑顔になれました。

１７日の例会で「緊急募金」
と題した封筒が配られ、席上
集められた８万円は直ちに同
盟の義援金へ送金されました。

―７―

Y’s

Men’s

Club Of Osaka

HAPPY

Kawachi,

BIRTH DAY

４

Region
月

Japan West

WEDDING

丸尾 初子 １９４５年４月 ２日生

April

2011

ANNIVERSARY

畠平剛志＆明子夫妻

４月２３日

伊藤 圭介 １９３２年４月 ７日生
大谷美佐子 １９４８年４月 ８日生
加藤 寿枝 １９５６年４月１９日生

日本区

通年強調目標

PR

景気低迷の今、求められるのはワイズの
められるのはワイズの精神。一人でも多くの人に例会や催しに誘い
い楽しいクラブ、明るく元気な
ワイズメンを紹介しクラブリーフレットや
しクラブリーフレットや名刺などあらゆる手段でアピールしましょう
アピールしましょう。
中原 一晃 広報事業主任

西日本区強調月間

Y サ・ユース

YMCA の歴史に学び、使命を理解して
して、サポートの体制を強化しよう。
亀浦

正行 Y サ・ユース事業主任

4 月－5 月の予定
4月

5月

１日（金）ブリテン印刷・発送
１６日（土）桃の里 草刈り奉仕 13：00～15：00
２１日（木）例会 サンホーム
２４日（日）らくらく車椅子登山
２６日（木）役員会 サンホーム（変更
変更されています）
２７日～３０日 チェジュクラブ３０周年祝会訪問

７日・８日 東大阪ふれあい祭り
6 日（金）ブリテン印刷・発送
１９日（木）例会 サンホーム
２１日（土）ライブラリーコンサート
ライブラリーコンサート
２６日（木）役員会 サンホーム

第 36 期 ク ラ ブ 役 員
会 長: 大谷美佐子 副会長:横田憲子
横田憲子 書 記:丸尾欽造・尾北
メネット会長:大藪暢子
大藪暢子
直前会長: 芳澤 伸之

昇 会計：望月 強・藤井敬子
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
ホームページ http://1st.geocities.jp/yskawachi2007/

TEL 06-6787-3733

Wind From Kawachi ★神戸
神戸の震災の後 心の表をおおっていた殻の様なものが
なものが全て剥がれ落ちたよ
うな 心もとなさで 少しの刺激で
で動揺する自分がいた。あれから１６年、しらずしらず
しらずしらずの間にこびりつい
たかさぶたが 又 削ぎ落されたようだ
されたようだ。★ブリテンを手掛けて２年半になる。気負
気負い立ち、ひとを傷つけ
るかもしれない乱暴な意見も 容赦
容赦なく書きつづった。 今、むき出しになってしまった
しになってしまった私の心は 慙愧に
耐えず 途方に暮れている。この nervous な状態が何時まで続くか 分からないが
からないが あと２ヶ月（編集）の
この欄では 多分今までのようには
までのようには書けないだろう。★海外からの多くのメールは
くのメールは思いやりにあふれてい
る。そして情報を得る手段としてネットは
としてネットは素晴らしい力を発揮している。そのはしっこに
そのはしっこに乗っていると思う
私には、ＰＣや新しいモバイルを使
使えない仲間たちへの気配りが有るだろうか？ 情報を発信し受信する者
の側から、それを共有できない方への
への優しい気配りが要るぞ と感じている。韓国語
韓国語や英文も分かる人には
わかるが、そうでない人には？？？
？？？だろう。韓文はあらまし翻訳したものも（くどいようだがメールを
くどいようだがメールを見ら
れるものには）送られては、いる。
。英文は（ワイズメンの）教養として理解されると
されると言われれば まぁ黙る
しかないのだが、そこは 優しく意訳
意訳したものを（くどいようだがメールを見られない
られない方たちにも）配信（Ｆ
ＡＸ等で）出来ればよいと思う。メーリングリスト
メーリングリストが構築された今、メールを見られない
られない方々も、ＰＣ（あ
るいは他の手段）を扱えるよう努力
努力して欲しい。家族や知人から学んで欲しい。テレビや
テレビや電話が通じない被
災者がネット情報で多く助けられた
けられた事に学ぼう。学ぶ機会にしよう。それが遠からぬ
からぬ南海・東南海（こんな
事を今言う時ではないかもしれないけれど
ではないかもしれないけれど）への備えでもあると思う。天網は粗くても
くても、漏らさず すくっ
てくれるけれどネット網は自ら進まないと
まないと係れないのだから。★最後に無理やり 哲人中村天風師の教え。
（１）平素の人生に生きる場合に、
、何事の場合でも、できるだけ自分の心を強く持
持つ努力をする。（2・3
略）（４）取り越し苦労をしない。（
。（５）どんなときにでも本心良心にもとった言葉
言葉や行いはしない。（６）
１～５を実行すると同時に、平素の
の人生に生きる際の心がけとして、努めて、気分
気分を明るく朗らかに、生き
生きとして何事にも応接することを
することを忘れないようにする。この心境がいつまで続くか
くか 不安を感じつつ・Ｔ
―８―

