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クラブ・部・区・アジア地域・国際

会長 宮本桂子「ワイズライフを楽しもう！」 Let’s Enjoy the Y’s Life
部長 正野忠之「元気に みんなで」 スローガン「10 年後の阪和部へ、つながる」
理事 成瀬晃三 Let’s Y’smen Light Shine before Others
In the club, in the community, in the world”
先頭に立ってワイズの光を輝かそう クラブで、地域で、国際社会で
Devote Yourself to Y’sdom and Get More Satisfaction!”
ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう”
地域会長 Oliver Wu （台湾）
Years bring wisdom 「歳月は Y’s をワイズ（賢者）にする」
Action vitalize life with strength 「行動が活力を呼び覚ます」
国際会長 Philip Mathai （インド）
Be the light of the world 「世を照らす光となろう」
Share your blessings in love 「恵みを愛もて分かち合う」

「こだわらないと目標に近づけない」
「challenge」に就いて
伊藤圭介
河内クラブの英文ホームペー
ジを発信して約 10 年が経ちま
した。国内では余り評判は良く
ありませんが、外国では案外
読者 があり、メール交換
も続いている方も多く国際
交流を深めています。英語の
話題になり恐縮ですが、
「問
題」と云う日本語を英語に訳
す場合「problem, question」
になりますが、英語では大抵の場合「challenge」を使
います。英文ホームページを立ち上げて以来絶えずも
うマンネリで辞めようと云う 問題 が頭をよぎると
challenge として受け止めここまで来ました。大げさ
ですが人生で、又奉仕クラブで問題が起きれば 問題
としてでなく challenge と意識しますと動かざるをえ
ません。
「それが問題だ！」と言っても動きが伴いませ
ん。国際感覚を持てと言われますがこのような言葉感
覚を意識するのも相互文化理解ではないでしょうか。
Y's men's Club でも色んな問題がこれからも待ち受け
ていますが、challenge しませんか。challenge に私は
こだわりこれからも英文ホームページを外国に発信し
て IT 時代、国境を超えて交流を深めたいと決意してい
ます。Challenge と云う言葉に魅せられて。

[今月の聖句]

マタイによる福音書

５章９節

「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神
の子と呼ばれる。
」
――原爆の惨禍を経験した私たちこそ、
次代を担う若者たちに平和の道程を示すべ
きです――

●

【８月例会プログラムご案内】
日時：８月２６日(日)

●

●

15：00〜18：00
準備開始 13：00

会場：サンホーム６階
強調月間
Youth Activities
第１部 司会 ：
田中惟介 君
会長挨拶 ：
会長・宮本桂子さん
開会点鐘 ：
会長・宮本桂子さん
アトラクション：フラメンコダンス
ＭＡＹＡ さん
第２部 司会 ：
佐古至弘 君
ワイズソング ：
一
同
聖句朗読 ：
佐古至弘 君
ゲスト・ビジターご紹介
司会者
誕生・結婚記念日お祝い： 会長・宮本桂子さん
インフォーメーション ：
当該者
食前感謝 ・食事
インフォーメーション
第３部 ： オークション
畠平剛志 君
閉会点鐘：
畠平剛志 君 ●
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となりました。
阪和部のメンバー数は 144 名と申しましたが、実は 10 年前阪和
部はメンバー数 200 名を超えていました。阪和部はメンバーを
10 年間で 60 名減らしています。また、阪和部の部長は私で 24
代目です。阪和部は最初は 9 クラブで輪番制で部長を出してい
ましたが 7 クラブとなり、現在 6 クラブで部長を出しているの
が現状です。これが阪和部の現状です。
私は主題として「元気にみんなで。
」という主題を出させて頂き
ました。
「10 年後の阪和部へ。つながる。
」という言葉を大事に
し、つながっていって、10 年後の阪和部が元気でいられるよう
にしたいと思っています。阪和部会のチラシにも書かせていた
だいた"Hanwadistrict is forever from "Familyties".という
英文にお示ししましたように、阪和部一同家族のような絆で、
一致団結していきたいと思います。
また現在既に、7 事業の主査さんがそれぞれ動いていただいてい
ます。中井 Y サユース主査は堺ワイズの元リーダーで、大阪南
YMCA の元スタッフの経験を生かして色々なことを考えていただ

堅い握手の宮本会長と横田直前会長
報告：畠平剛志

いています。土居交流事業主査は公式訪問もほぼ同行して頂い
て「クラブ訪問しようよ」ということを皆さんに訴えていただ
いています。白井メネット主査には公式訪問すべて同行してい

日

時：２０１２年７月１９日(木)18：30〜20：45

ただいています。畠平広報主査には阪和部のホームページの充

会

場：大阪東ＹＭＣＡ サンホーム 6 階

実をしていただいて、土居交流事業主査と連携をとって阪和部

出席者：メン・伊藤圭介、岩坂正雄、大谷美佐子、加藤寿枝、

の情報をタイムリーに載せて貰っています。

佐古至弘、正野忠之、新本英二、杉村 徹、田中

三木 EMC 事業主査には EMC 推進委員会を今期事業第 1 号として

惟介、中野義彦、畠平剛志、藤井敬子、丸尾欽

開いていただきました。阪和部長として、阪和部で本当にやり

造、宮本桂子、望月 強、横田憲子、芳澤伸之

たいこと、アイデアは沢山あります。そのやりたいことがすぐ

メネット・伊藤玲子、大藪暢子、新本力子、中野涌子、
初田真佐子、丸尾初子、望月治子、

に、全てが実るとは思わずに、種を撒き続けていきたいと思い
ます。阪和部では横田書記、望月会計にもバックアップしてい

ビジター・中井正博（大阪泉北）
、土肥正明（和歌山紀の川） ただいています。これからの 1 年、皆様にお助けいただいてス
白井公子（大阪長野）
、遠藤通寛（大阪泉北）
、

タートを切ろうとしています。これから 1 年間、よろしくお願

今井利子（大阪なかのしま）
、松岡虔一（大阪サ

い致します。
」

ウス）
以上３０名
宮本会長の Kick‑off 例会が、新本英二君の司会で直前会長横
田憲子さんの開会点鐘をもって開始されました。
阪和部部長メッセージとして、我が河内クラブの正野忠之君が
以下の様な熱いメッセージを述べられました。
「6/2 の奈良クラブを始めとして、和歌山、サウスクラブを訪問
させていただきました。この３つのクラブの会長はそれぞれ初
めて会長に就任されるクラブです。サウスクラブではチャータ
ーメンバーの山口肇会長のご子息、山口守雄さんが会長に就任

この後、正野忠之阪和部長の司会で会長役員交代式が行われ

されます。例会では緊張しておられる息子さんとリラックスし

ました。新役員は以下の通りです。

きっているお父様の対比が非常に微笑ましかったです。

会 長・宮本 桂子、副会長・畠平 剛志、直前会長・横田 憲子、

その後、大阪長野、大阪堺、和歌山紀の川クラブと訪問させて

書 記・ 田中 惟介・大谷美佐子、会 計・中野 義彦・藤井 敬

いただきました。このうち、大阪長野クラブでは 26 歳の女性の

子、Y サ・ASF・畠平 剛志、地域奉仕・芳澤 伸之、EMC ・ 大谷

方が入会されました。大阪堺クラブにも女性の入会者があり、

美佐子、ファンド・佐古 至弘、交 流・岩坂 正雄、広 報・伊

和歌山紀の川クラブでは金城さんが戻って参りました。

藤 圭介、メネット・丸尾 初子、連絡主事・杉村 徹、会計監査・

また一昨日は田辺クラブに行って参り、本日、新人会長の宮本

岩坂 正雄。

さんが満を持して登場した河内クラブに帰って参りました。

続いて、各主査からご挨拶がありました。

本年度の阪和部は 141 名のスタートとなりました。ここに 3 名

正野部長の挨拶と重なる点ありますが、載録させて頂きます。

の新入会員をお迎えして現在 144 名です。中西部は 9 クラブ 142

▼ＹＭＣＡサービス・ユース事業主査

〜3 名と聞いています。今や阪和部と中西部は同じぐらいの背丈

中井 正博（大阪泉
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北クラブ）9/22 開催の阪和部会もユー

すので、私の方までお送り頂ければ掲載するように致します。

スリーダーを招いての会となります。

また、今年度の西日本区広報事業部の事業として「ワイズをあ

私も堺 Y リーダーとして正野部長と先

らわすキャッチコピー」を募集することに致しました。優秀な

輩、後輩の関係で、南 YMCA ウェルネス

スローガンは表彰対象となる予定で、阪和部からも１つ提出し

で務めているときには 10 年間リーダー

たいと希望しています。良い案がございましたらご提示いただ

の担当をさせていただきました。奇遇に

けると幸甚です。

も私がやめる時のリーダーだった杉村

以下、インフォメーションです。

さんがここにおられます。ユースリーダ

▼松岡虔一（大阪サウス）

ーがワイズに入っていただくというのが我々の願いの一つだと

平和ペンギンを合計 25 本揃い、長崎 YMCA に送付させていただ

思います。先日の EMC 委員会でもこの話は出まして、キーとな

きました。来年度からは折り鶴に変えて継続していきたいと思

るリーダーOB を引っ張っていくことが重要だと思います。今年

います。

はリーダーOB も交えたプログラムを考えております。1 年間よ
ろしくお願いいたします。
▼交流事業主査

土肥 正明 （和歌山紀の川クラブ）

交流主任の主題は、
「交流こそ ワイズの楽しさ！」です。宮本
会長の「ワイズライフを楽しもう」という主題もその楽しさの
中心は交流にあると思います。そのためにとして各クラブに 3
つお願いして回っています。一つには例
会情報を発信して欲しいのです。私はそ
のために各クラブを回っていますし、広
報と協力してホームページ上で発信し
ています。2 つには、新しい人はなかな
か他クラブを訪問しにくいということ
はあるかもしれません。ですので、当面、

▲メネット会長の引継ぎ 伊藤玲子さん（右）から丸尾初子さんへ

阪和部会に新しい人、久々の人をお誘い
いただきたいのです。3 つには、IBC,DBC

▼阪和部実行委員会実行委員長 畠平剛志

と交流は広がっていくわけですが、今年は事業主任が DBC に力

阪和部会はオール河内でお助けいただかないと成り立ちません、

を入れています。出来れば東日本区と DBC を結んでいただきた

是非皆様お助けいただくようお願いいたします。また、阪和部

いと思います。この 3 点、ぜひご協力いただきたいと思います。

会は皆様に実行委員会に出て頂いて、皆で創りあげていこうと

▼メネット主査 白井 公子（長野クラブ）

思っております。是非とも実行委員会にお出ましいただくよう

メネット主査といたしましては、出来るだけメネットさんにも

おねがいいたします。

例会参加をしていただきたいという

▼畠平剛志

ことと、メネット例会を持っていただ

オークションでの新たな試みについて（関係資料６頁）

きたいというのがお願いです。また東

▼田中さんより クリスマス例会のお知らせ

日本大震災支援が長期化しています。

▼杉村連絡主事より 11/11（日）の 15 時より 40 周年記念式典

心のケアを推進して、若い人に勉強し

を行います。ユースリーダー安全支援金募金のお願い

て頂いて、参加していただきたいと思

▼伊藤広報より 英文 HP は伊藤掌握で

います。今日は河内クラブのメネット

▼中野会計より 会計案承認。

さんと共に国内プロジェクトのこと

誕生日お祝いでは会長・宮本桂子 さんより

などについてお話する機会を得ました。そこで 1500 円の支援金

「今年は結婚祝いを復活させていただきました。

を頂きました、ありがとうございます。9/1（土）南 YMCA で 11

これは東北のものをできるだけ買おうという意図でございます。

時から 2 時までメネットの集いを開催いたします。ぜひご参加

誕生日祝いについても東北のものを買わせていただきました。
」

をおねがいいたします。

との今年のお祝いの意図の説明がありました。

▼広報事業主査 畠平剛志（大阪河内クラブ）

そして今年度初

阪和部のウェブサイトをリニューア

の閉会点鐘を新会

ルして、各クラブの例会内容などを掲

長・宮本桂子さん

載させていただいております。
「ここ

が鳴らされ、第 1

を見れば阪和部の活動がわかる」サイ

回例会はやや時間

トを目指してどんどん更新していき

をオーバーして終

たいと思いますので、例会に限らずこ

了致しました。

れはという行事記事がありましたら、
メールでも FAX でも郵便でも結構で
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名弱）
。和歌山で 1 ヶ所決定。奈良、大阪にて３ヶ所ぐらいを

第１回メネット会

望まれる。目に見える支援ではないので、
、
、なかなか難しい
でしょうとのことです。

報告 大藪暢子
日時：７月１９日（木） 15：30〜

今年度も丸尾メネット会長を先頭に旗揚げしました。手をと

出席者：丸尾初子（会長）
、伊藤玲子（直前会長）

りあって、会長を支えて楽しい実りある年度となりますように。

新本力子、中野涌子、初田真佐子、望月治子、
大藪暢子
ゲスト・白井公子メネット主査、宮本桂子クラブ会長
以上 ９名
藤直前メネット会長からにこやかに、引継ぎ報告があり、

伊

和気あいあいの内にはじまりました。

今年度の活動について、丸尾メネット会長から下記のテーマに
ついて報告と提案があり話し合いました。
・国際プロジェクトの選考投票は、HIV に罹患した少年少女への
立ち直り支援を選択しました。
・西日本区メネットへの協力金については、今まで貯めたもの
からと言うよりは、何かで収入を得てそれを充てたい。
・ワークショップなどは、９月以降に手作りなどを計画。

▲ミニトマトの売上金を「こころのケア」への献金として白井メネッ
ト主査にお渡しいたしました

第 1 回 阪和部 EMC 推進委員会

・交流プログラムは、昨年に引き続いて中野＆望月メネットラ
ＥＭＣ委員長 大谷美佐子

インで勉強会を兼ねた小旅行を考えていただく。希望の、ま
た、是非どこそこ、と思われる方はお申し出ください。

２０１２年７月１４日（土）ｐｍ１３：３０〜１６：００

あまり参加されないメネットをお誘いするには例会の前３０

於：南 YMCA ２F リイブラリー

分ほど（もっと長くても可）茶話会、または手仕事会を催す

参加者 ２４名

とよいのではと言う意見。

（河内クラブ

宮本、正野、横田、望月、大谷）

・
「なごみ」のお手伝いについて、宮本会長からメネット会とし
てどうするか質問があり、出席メンバーで協議の結果、引き

三木 EMC 主査の進行で始まり、正野阪和部長、米村西日本区 EMC

続き手伝うことに決定。メネットに負担がかかるけれども、

主任の挨拶及び今期の取り組みが話されました。三木主査の主

お好み焼きはやわらかく仕上げているし、栄養的にも優れて

題は「知恵をだし，勇気を出して EMC!」

いて体にも優しいということもあるのが理由です。１６時か

活動方針はワイズの全ての事業は EMC に通じる、全員で EMC に

ら最終までの参加できる時間があればたとえ３０分でも結構

対する意識を共有する、また例会運営を考え良好な人間関係を

です。ご参加ください。

築き、ドロップの防止をする。

白井メネット主査をお迎えして、

活動計画は、EMC 推進委員会を 2 回開催、クラブ自己診断プログ

・
「阪和部合同メネットの集い」へのお誘いがあり、お手伝いと

ラムの実施を推進、各クラブの入会式立ち合い、各クラブでの

しては、丸尾メネット会長が司会、伊藤メネットが代表受付、

推進チームの設置等です。

出席のメネットは受付補佐を。

クラブ自己診断プログラムの件については米村 EMC 主任より資

・東日本大震災被災者支援取組は「こころのケアー」を考える

料を参考にして取り組み方について説明がありました。

と言うことで現地で活動している人を講師として招き、講演

河内クラブでも時間を作って頂き実施したいと考えています。

勉強会を行う。そのプログラムへの金銭的支援、ならびに参

その後 ディスカッションがあり 新人会員の意識の高め方、

加者を集める。受講者の条件は、リーダー、一般の学生（若

ＯＢリーダーのこと、若年者の会費、クラブ例会出席集計表の

い人）で、受講証明書を発行してもらう。
（１ヶ所につき３０

提出方法、部ホームページへの各クラブの情報提供など様々な
意見がでていました。有意義な実りある会でした、次回は是非
河内クラブより多くの参加をお願い致します。

校舎改修・美化のための寄付のお願い
大阪ＹＭＣＡ創立 130 周年記念事業
募金名称：大阪ＹＭＣＡインターナショナルスクール
校舎改修・美化事業 寄付金
募金目標額：５００万円
寄付の種類：個人１万円
募集期間：2012 年６月１日〜２０１３年３月３１日迄
お問い合わせ先：OYIS 06‑6345‑1661 （ 小路清一）
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２.大阪 YMCA チャリティラン実行委員会

第３８期７月役員会・報告

出席者

宮本、正野

今回コースの変更あり、距離が短くなった（1.2km×6）
報告：書記 大谷美佐子

３.第３７期決算 会計監査報告 7 月 19 日に監査実行、適正に

日時：２０１２年７月２６日（木）１９：００〜２０：３０
場所：東ＹＭＣＡ

処理されている。
（ 新本）
４.東ＹＭＣＡ４０周年行事 11 月 11 日（日）14：00〜17：00

出席者：宮本桂子、畠平剛志、田中惟介、大谷美佐子、

於：東 YMCA

中野義彦、藤井敬子、伊藤圭介、岩坂正雄、加藤寿枝、
佐古至弘、正野忠之、新本英二、杉村 徹、丸尾欽造、

５.東ＹＭＣＡクリスマス会

望月 強、横田憲子、丸尾初子（メネット）
８月例会

８月２６日（木）15；00〜18：00 サンホーム

例会担当：プロジェクト委員＆B 斑
ゲスト： 阪和部長，書記、会計、事務局、主査

ワイズ、YMCA 関係者、リーダー １５

０名予定 お祝については次回役員会で検討する。
12 月 2 日（日）準備委員会にワ

イズの参加希望 8 月 10 日 13：00

出席 畠平

《連絡事項》
１.阪和部会 9 月 22 日（金・祝日）畠平実行委員長より「オー
ル河内で参加を」呼びかけ

司会：第１部・田中君、第２部・佐古君、聖句朗読・

２.OSAKA YMCA インターナショナルスクール 校舎改修・美化

佐古君、食事手配・食生活、食前感謝・新本君、受付・

のための寄付について 期間 6/1 〜3/31 個人 1 万円

中野君、藤井さん 音楽担当・会計兼任
９月ブリテン原稿

法人 5 万円
３.大阪ＹＭＣＡ１３０周年

10 月 27 日（土）

８月例会報告・正野君、役員会報告・大谷さん、 Y ニ

13：00〜 記念シンポジューム

ュース・杉村君、サンホームニュース・尾北館長、巻

17：00〜 記念礼拝

頭言・丸尾君、
原稿締切

以上

８月２８日（例会報告）とし、他の原

稿はＡＳＡＰ（出来るだけ早く）
《審議事項》
１.８月例会 担当プロジェクト委員＆B 班（伊藤班長）

九州北部豪雨による災害（熊本県）への
緊急支援募金のお願い

加藤プロジェクト委員長から役割分担＆内容の説明（タイ
ムテーブル等資料あり）
、開会時間の変更 15：00〜18：00
（ブリテン案内では 16：00〜19：00）
２.９月例会 に関して 担当 B 班

２０１２年７月１１日から断続的に続く大雨により、熊本、
福岡、大分の３県で死者・行方不明者が３２人に上る甚大な被
害がでました。現在でも、多くの方が避難生活を余儀なくされ

９月はゲストスピーカーの月であるが EMC 事業に関しての

ており、被災地に暮らす方々にも大きな困難が強いられていま

例会とする。承認される。

す。

３.物品販売について （望月）

被害の大きかった熊本県・阿蘇市では、熊本ＹＭＣＡが２つ

今期のジャガイモ、かぼちゃは十勝クラブで注文、５トン

のキャンプ場、４つの保育園を運営しており、保育園児の家庭

を目標とする。その他ファンドに上記以外のアイデァがあ

などにも被害が及んでいます。

れば検討する。
４.例会終了後の談話会について （会長）

熊本ＹＭＣＡでは、宿泊施設もある阿蘇ＹＭＣＡでボランテ
ィアや被災者を受け入れる態勢を整え、７月１４日より被災者

会の持ち方：意見交換と交流の場にしたいとの会長の思い。 への宿泊・食事・お風呂などの提供と、被災地域でのボランテ
会の運営：当月の巻頭言記載者を世話人として時間を決め

ィアによる家屋の片づけや周辺の整備などを開始いたしました。

て行う。開催月は会長が決定する。

熊本市内でも被災地区へボランティアの派遣を実施します。

５.第３８期予算案

日本全国のＹＭＣＡとして、このたびの「九州北部豪雨」に

クリスマス例会等予算案の中での再検討が必要なため、修

よる災害被災者を支えるための募金活動を開始いたします。

正の上、次回役員会に提示する。内容については執行部に
任せる。

募集期間 2012 年７月 17 日〜8 月 31 日

６.スペシャルオリンピックスに関して （丸尾）
2012 年 11 月 3 日 近畿ブロック大会 於：桃山学院大学
ワイズメンのボランティア協力の要請、２０名程。阪和部
長 に申し入れされる。
７.北九州災害支援寄付について
納涼例会に「北九州災害支援無人販売所」コーナーを作り
売上金を寄付する。
《報告事項》

① ＹＭＣＡ阿蘇災害支援ボランティアハウスにて行う
熊本県阿蘇市での救援・復興支援活動とボランティア
受入れへの支援
② 熊本ＹＭＣＡが協働する熊本市・阿蘇市ボランティア
センターや、社会福祉協議会への支援

1.阪和部 EMC 推進委員会 7 月 14 日（土）
出席者

皆さまからお預かりします募金は、下記のように用いさせて
いただきます。

望月、正野、横田、大谷

公益財団法人 日本ＹＭＣＡ同盟
Tel 03‑5367‑6645 担当：山根・真鍋
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オークションで「物語」を売ろう！
畠平 剛志
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東ＹＭＣＡ クリスマス献金プログラム

障がい者外出支援「レインボークラブ」参加報告

●オークションの醍醐味ってなんでしょうか？

丸尾 欽造
大阪東ＹＭＣＡのクリスマス献金プログラムである「レイン

特にワイズオークションの場合、売り手の顔が見えることも特徴で

ボークラブ」
（障がい者外出支援プログラム）に担当運営委員の

す。出品者の「思い入れ」や「物語」が楽しみで買う、というところが

一人としてＹＭＣＡスタッフの皆さんに加わり参加した。

あります。ですが、今までのオークションでは時間もなく、「**さん

７月１日は天候がすぐれず、雨具の用意も怠りなく目的地の

出品の**です、はい 1000 円！」とあまりそういう「物語」を目にする

「紀泉わいわい村」へと、ボディに「南ＹＭＣＡ」ロゴがデザ

場がありませんでした。

インされたマイクロバスが阪和道をひた走った。応募されてい

ああ、あの赤ワインは本当は幾らぐらいで買うのが適当なんだろう

た障がい者の方は７名で、事前の細かなケアー体制の確立と当

か？ あの花瓶は、目利きが出来ないボクがそういう値段で買っち

日担当班の行き届いた対話と行動によって、バスの中から歌声

ゃダメなんじゃないか？悶々としながらオークションに参加してい

や笑い声に包まれ、現地に到着したときには見事に雨雲を切り

た方も多いかと思います。

裂いた晴れ間に変わらせていた。
一人ひとりの際立った個性や行動にあわせて、野外でのジャ

そこで

ガイモ掘りや手芸工作などを楽しみながら距離感を手繰り寄せ

今般は「オークションを楽しく！」するために、出品に説明文「物語」

てゆくＹＭＣＡスタッフのケアー振りを見させていただいた。

を付けていただきたいのです。

畑はさすがに足元が悪く充分な取り組みはできなかったが、キ

出品する品物自体は今までどおり当日お持ち頂きますが、「物語」

ーホールダー作りでは真剣なまなざしで取り組んでいる方もお

を 1 週間前までに出して頂けないでしょうか。

られ、出来上がった作品を笑顔一杯で見せてくれる光景は印象

いわゆる「出品目録」を作成したいと思います。
当日オークション開始まで参加者に「お、これいいな」「あれもいい
な！」とお楽しみいただきたいと思います。「詳細は出品者まで」で
もかまいません。
また、このような企画が面倒だと思われる方は、今までどおり何も
なしで当日商品をお持ちいただくだけで結構です。
この場合には出品者名などは伏せてオークションに掛けさせて頂
きます。
また、オークションの時間制限もございますので「500 円コーナー」
「1000 円コーナー」とバザー方式での併売も企画しております。
深いものだった。掘りたてのジャガイモでカレー作りに挑戦す
「オークションの出品者からの物語を買う」

ることになっていたが、実際には料理することが難しい方が多

「ボランティア精神で匿名にて、たくさん売って、たくさん買う」

く、スタッフが火起こしから調理までを進められた。しかし食
後の皿洗いに進んで加わっていた女性の方の顔には満ち足りた

今回は欲張りましたが、新企画を同時にいくつか盛り込みました。

笑顔があった。非日常的な野外ディキャンプ体験が日常生活の

皆様のご協力をお願いいたします。

中に何らかのつながりになればすばらしいことであり、こうし
た機会が多くの方々に準備されたいものと思う。プログラム後
の評価会では、安全を最優先できたことが確認され、ほぼ定刻

８月納涼例会
ＭＡＹＡさんのプロフィール

に帰着できたことを感謝した。

1980 年 アメリカ CA MODESTO 及び
TXDENTON にて NATALIA・MARTIN に師事。
スペイン・マルバヤーテ市「コンセルバトリ
オ音楽院」の教師、マイテ、ピケラス、マル
タヒメナス等色々なスペイン人教師について
フラメンコ舞踏を習う。
1996 年、EL .ABANICO （エル・アバニコ）ス
タジオ開設。年に４〜５回、イべントへの
出演のほか、今秋には生徒発表会の予定。
▲ジャガイモ掘りへ（写真上）全員で記念撮影ハイポーズ（下）

OSAKA-KAWACHI

Y’s Men’s Club

August

2012

河内ワイズへの感謝と
メンバーへの親しいキモチハ今も同じです

７月例会の余韻

山内信三

にこにこ語録集

数年前に「河内久の近未来を語る」とのテーマで毎月のブリテ
ンに掲載されました。私も順番が回ってきて、次の意見を述べ

■中井正博メン（Ｙサ・ユース主査）有り難うございました。
■土肥正明メン（交流主査）正野部長のホームクラブに参加し

ました。
『所属している教会でも教会員が高齢化し、５年後、１０年

て、勉強になり又楽しませて頂きました。

後を考えると色々と心配になり親しい方々とも話し合う時があ

■遠藤通寛メン（部メール委員）今月の京都グローバル・松本

ります。若い世代は仕事が忙しく、日曜日は貴重な休日で、教

クラブ・田辺クラブそして芦屋のキックオフ例会に参加してま

会に来る余裕がない。親しく話しする友人がなく、礼拝だけで

いりました。西宮クラブは来るなといわれました。

は長続きしない。宗教への関心が薄れ、キリスト教に限らず、

■白井公子メネット（メネット主査）キックオフ例会に全て参

天理教、仏教でも信徒の減少が見られ、こうした傾向は世界に

加し残すは１クラブとなりました。

広く見られることだ・・・等々、一般論に終始してお互いにな

■松岡虔一メン（サウスクラブ）有り難うございました。

んとなく納得して次のステップに話が発展せずに終わってしま

■今井利子メン（なかのしまクラブ）有り難うございました。

います。

■望月強メン：８月に日本を離れノルウェーの国際大会に参加

ある人は、
「そんな事心配しなくてもよい、教会はイエスの誕

します。その後ロシアに立ち寄りオゼルギークラブとエカテリ

生以来２０００年続いてきたので、大丈夫だ。
」と、楽観論を言

ンクラブ１に参り友好を深めて来ます。

っていました。成程と感心していましたが「そうかな？」との

■岩坂正雄メン：宮本丸、いよいよ船出です、おめでとうござ

疑問ももちました。

います。

教会の機関紙に寄稿された古くからの会員の方々の手記を読

■中野義彦メン：ドライバーが企画したランチョンマット・ヨ

み直してみますと、周りの方々の親切な言葉や笑顔、バザーな

ーグルトのサプライズに当たり景品を２個頂きました。会計を

どで一緒に活動する体験、話し合いの場、困った時の親身の助

致しますので風当たりが強くないようにお願いします。

け・・等の長年にわたる積み重ねが読み取れます。無関心、成

■初田真佐子メネット：お誕生日のお祝いを頂き有り難うござ

り行き任せではなく、相手の立場に立った心づかいや思いやり

いました。

を大切にするすることが、家庭、教会、ワイズと人々の集う場

■望月治子メネット：丸尾メネット会長さん、宜しくお願いい

での一つのポイントだと思います』

たします。

一度、掲載された内容ですが、その思いは今も続いています。

■正野忠之部長：横田会長ご苦労様でした。伊藤メネットさん

現在は保育所の役員として、ほぼ毎日出勤し、PC の前で大阪

今年もリーダーとフリーマーケットをやりましょうね、伊藤メ

市への各種申請書類、報告書や、会社関係の事務を担当してい

ネット会長ご苦労さまでした。皆様有り難うございました。

ます。この数年は、
「保育園４０周年誌」の編集と発行、財団法

■田中惟介メン：この土曜日に熱中症で倒れました。ホントで

人から社会福祉法人への切り替え、隣接地の購入、同じ敷地内

す？熱が出て頭が痛く立ち上がれなくなりました。自宅の書斎

にある教会との土地の文筆、
・・等を関係者の理解と協力、特に

です、節電せよと言われているので、クーラーを付けずに扇風

会計事務所、司法書士のプロのご支援のもとに行ってきました。

機だけで頑張っていました。今日のために横断幕・ランチョン

橋下市長が各種法人、団体への補助金のゼロベースの見直し

マットを作成していました。2 時間余りでしたが、物つくりに熱

を打ち出し、水道料金補助金、民給改善費、１歳児補助金の廃

中していましたのが原因で熱中症になりました。

止と見直し、配属職員の見直し・・等が決まりつつあります。

◇

◇

◇

◇

◇

◇

◇

従来は国と市町村と法人が護送船団を組んでいましたが、今後

＊時間がおしている為にゲストの方のみとなりましたが、ゲス

は各法人団体の自助努力が求められ、競争と適者生存の時代に

トの方々は一言に纏められ献金をいただきました、感謝します。

入っています。関係する保育園では地元の待機幼児の要望を受

空いた時間を河内メンバーが頂きました。又他の多くのメンバ

けて、大阪市に定員増の申請をし、理事会、評議会にも計って

ーは発言を控えられ献金のみを頂きました。多くの献金を頂き

います。良いと思う提案でも「少子高齢化」の時代に何故定員

感謝です。

増か、
「拡張主義」ではないか、
「現場の先生方の意見」は

ニコニコ献金 ２万９００円です。
ドライバー 畠平メン・田中メン

どうか・・等の意見が出され、それぞれ丁寧にその意図と経過
記録 望月強

を説明し直近の臨時理事会で全員賛成で定員増が承認されまし
た。

第２３２回大阪ＹＭＣＡ早天祈祷会
日時：８月１７日（金）７：３０〜８：３０
場所：大阪ＹＭＣＡ会館 １０Ｆチャペル
証し：岩坂 正雄 さん
参加費：３００円（軽食付き）

いろいろありますが、ワイズとＹＭＣＡで鍛えられたコミュ
ニケーション能力に磨きをかけて、平坦ではない課題に老骨に
ムチ打ってゆきたいと自分を励ましています。河内ワイズへの
感謝と親しい気持ちは今も同じです。

８月の居酒屋「なごみ」はお休みです
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今月の強調月間メッセージ

８月 Youth Activities
将来のＹＭＣＡとワイズを担うユースを育てるため
の活動と支援をしましょう。
下村明子 Ｙサ・ユース事業主任（名古屋グランパス）

ユースリーダーとつくる
阪和部会
日時：平成 24 年 9 月 22 日（土・祝）
13：30～16：30
受付開始 13：00～

場所：たかつガーデン
大阪市天王寺区東高津町７－１１

登録費：4000 円
阪和部長

正野忠之

実行委員長 畠平剛志

Happy Birthday
8 月 5 日 宮本 善之 さん（しし座)
8 月 5 日 藤井 中 さん （しし座）
8 月 22 日 中野 義彦 君 （しし座）

Wedding Anniversary
今月は該当者がございません

第 38 期 2012/2013 年 クラブ役員
会 長・宮本 桂子
副会長・畠平 剛志
直前会長・横田 憲子
書 記・ 田中 惟介
大谷美佐子
会 計・中野 義彦
藤井 敬子
連絡主事・杉村 徹

Y サ・ASF・畠平 剛志
地域奉仕・芳澤 伸之
EMC ・ 大谷美佐子
ファンド・佐古 至弘
交
流・岩坂 正雄
広
報・伊藤 圭介
メネット・丸尾 初子
会計監査・岩坂 正雄

August
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会 員 数
（特別メネット会員数）
７月例会 会 員 出 席 者
メイクアップ
７月 の 出 席 率
ゲスト・ビジター出席数
メネット・コメット出席数
例会出席者総数
役員会出席者数
７月延べ出席者
７月ニコニコファンド
同
今期累計

2012

8 Aug. >> 9 Sep.

１９ 名
１ 名
１７ 名
0 名
８９．５ %
６ 名
７ 名
３０ 名
１７ 名
４７ 名
20,900 円
20,900 円

スケジュール

８月 ２日(木) ・クラブ第２例会 19：00〜
大阪東ＹＭＣＡ
８月 ２日〜５日・第７０回国際大会
ノルウェイー
スタバンゲル
８月２３日(木) ・クラブ役員会 19：00〜21：00
大阪東ＹＭＣＡ
８月２６日(日) ・定例納涼例会 15：00〜18：00
大阪東ＹＭＣＡ
会費：￥3000
９月 １日（土）
・阪和部メネットの集い
11：00〜14：00
大阪南ＹＭＣＡ 会費￥1000
９月 ６日(木) ・クラブ第２例会 19：00〜21：00
東ＹＭＣＡ
９月 ８日(土) ・六甲部部会
13：00
ホテル竹園芦屋
会費：￥8,000
９月 ９日(日）
・京都部部会
15：00
イェスティン都Ｈ京都
会費：￥10,000
９月１５日(土)・中西部部会
14：00
ホテルグランビア大阪
会費：￥6,000
９月２０日(木）
・クラブ第 1 例会 18：30〜 20：30
大阪東ＹＭＣＡ
９月２２日(土)・阪和部部会
13:30〜16：30
たかつガーデン
会費；￥4,000
９月２７日(木)・クラブ役員会 19：00〜21：00
大阪東ＹＭＣＡ
９月２９日(土)・西中国部部会
13：00〜
広島ＹＭＣＡ
WELCOME会費￥7000
TO NORWAY!
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