
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

      

                        

田 中 惟 介 

福島の事故以来、と言うかそれ以前からか

もしれないけれど人の生き方に変化があ

るように思う。 資源を大切にとか 環境

を守ろうとか いろいろ言われてきたけ

れど、それが一層顕著になり、スローライ

フにシフトチェンジしようとする流れが

より明確になってきたようだ。政権が変

わり、右肩上がりの成長を願う勢力が復

権し バブルの再現を望むかのような勢いがそれらをかき消そ

うとしているが どうなのだろう？ 

それはまぁ措くとして、７年前私が、抜本的な会員増強を図

らないと１０年後には阪和部の会員数は１００名を切るかもし

れないと、統計をもとに語った事を覚えて下さっているだろう

か？（現勢は１３９名で当時より２０名減で減少カーブは予想

より 緩やかであるが・・・） 

我が国の人口の減少は着実に進行しており５０年後には８千

万人になろうかとも言われている事を思う時、ワイズの会員拡

大活動の方向性は 自ずから変わってくるだろう。 

量的変化は質的変化をもたらす。会員数が右肩上がりでない

のなら（=減少）どのような質的変化を目指すのかを真摯に考え

るべきであろうと思う。思考の枠組みの変換は、今こそ求めら

れている。「メンバー獲得するには、我々のクラブも改革しな

くてはなりません。時代に応じたクラブに変革しなければ人々

は集まりません」これは ７年前のブリテン巻頭言に書かれて

あったものです。 

つまり ずーっと同じ事を言って来たのでしょうね。そう言え

ば チェンジ！ってのも流行ったなぁ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０２０２０11113333 年年年年    5555 月報月報月報月報         

      主  題       2012012012012222－－－－2012012012013333 年度年度年度年度        クラブ・部・区・アジアクラブ・部・区・アジアクラブ・部・区・アジアクラブ・部・区・アジア地域・国際地域・国際地域・国際地域・国際    
ク ラ ブ 主 題   会長 宮本桂子「ワイズライフを楽しもう！」 “Let’s Enjoy the Y’s Life”   

阪 和 部 主 題   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」     

西 日 本 区 主 題      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”  

スローガン    “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”                 

アジア地域主題      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」 

  スローガン       “Action vitalize life with strength” 「行動が活力を呼び覚ます」 

国 際 主 題    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」 

  スローガン     “Share your blessings in love”「恵みを愛もて分かち合う」 
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これからのこれからのこれからのこれからの    ワイズを背負う人たちへワイズを背負う人たちへワイズを背負う人たちへワイズを背負う人たちへ    

●     【５月例会プログラムご案内 】         ● 

 

強調月間  “ LT  (Leader Training ) ”  

日時：５月１６日(木)１８：３０～２０：３０ 

会場：サンホーム ６階  

受  付 ：佐古至弘・中野義彦・藤井敬子さん                

司会進行  ：          藤井敬子さん        

  開会点鐘 ：       会長・宮本桂子さん 

  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 

  会長の時間 ：      会長・宮本桂子さん 

食前感謝 ：          佐古至弘 君 

インフォーメーション      当該者   

ゲスト・スピーチ  

    猪瀬 正雄 氏 （大阪泉北クラブ） 

  「東北被災支援と交流について」 

  誕生・結婚記念日お祝い： 会長・宮本桂子さん  

  にこにこアワー    望月強 君・メネットさん 

ＹＭＣＡの歌              一   同 

●   閉会点鐘：     副会長・畠平剛志 君  ● 

                              

[[[[今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句]]]]  フィリピの信徒への手紙 ２章２節 

 「同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思い

を一つにして、わたしの喜びを満たして下さい」 

 

―― 夫婦間だけでなく、家族、 

ワイズなどすべての人間の関係を 

つなぐメッセージです。 ―― 
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                     報告：望月 強                            

日 時：２０１３年４月１８日 (木)１８：３５～２０：３０ 

場 所：サンホーム ６階    

出席者：メン ：伊藤圭介、岩坂正雄、大谷美佐子、加藤寿枝 

佐古至弘、正野忠之、新本英二、杉村 徹 

田中惟介、中野義彦、藤井敬子、丸尾欽造 

宮本桂子、望月 強 

メネット：伊藤玲子、新本力子、中野涌子、初田眞佐子 

丸尾初子、望月治子      

ビジター：杉谷和代（宝塚）、人見晃弘（京都パレス） 

     増石廣之 （前大阪ヴェクセル） 

   ゲスト ：池田勝一（堺市立五箇荘小学校校長） 

 以上 ２４名 

■加藤寿枝さんの司会で、ゲストスピーカーの池田氏が学校の

会議があり少し遅れそうだと連絡あり５分遅れで始められまし

た。 

■会長の時間 ・ 宮本桂子会長 

・六甲YMCAで１泊研修会が行われました。時間がタップリあり

例年とは違い膝を付き合わせて、畠平次期会長の希望もあり具

体的に例会の進め方を話し合いました。来期も楽しい例会が持

てますのでご期待下さい。 

・役員会に於いて伊藤メンが広義会員の申請が出されました。

クラブに貢献が大きいので功労会員としてクラブに在籍して頂

くことになり全員の賛同がえられ決定致しました。 

・和歌山YMCAのきのかわチャリティーランに参加される方を確

認します。＊：西日本区大会参加申し込み方法が変わり参加書

類を西日本区と会長の処へ FAX して下さい。東日本大震災復興

支援ハガキの購入をお願いします。 

■食前感謝 ・ 新本英二メン 

今年の春は天候不順が続いています。各地で異常気象が起きて

います。皆さん健康に留意して頂くことをお祈りします。 

■インフォメーション 

伊藤圭介メン： ロシアのオゼルキークラブに大谷さん、中野

夫妻、伊藤夫妻の 5 名で参ります。明日、ビザの申請にロシア

領事館に参ります。 

大谷美佐子さん：ＥＭＣ推進委員会が5月18日（土）13:30よ

り南ＹＭＣＡにて開催されます。 

■アピール  杉谷和代さん（宝塚クラブ） 

生まれも育ちも八尾、河内に縁のある杉谷が案内します。宝塚

クラブが25周年を迎えました、5月25日（土）１０：３０より

宝塚ホテルに於いて記念例会を開きます。お馴染みの細川佳代

子さんを講師にお願いしています。ご参加宜しくお願いします。 

■講演  池田勝一氏  

   堺市立五箇荘小学校校長、元大阪ＹＭＣＡ主事 

「東日本大震災の復興活動を通して見えたこと」についてスラ

イドを交えて語ってくださいました。2011年3月18日より、日

本基督教団宮古教会の協力と日本全国のＹＭＣＡ、ワイズメン 

ズクラブの支援を受けて「盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティアセン 

 

ター」を設置し、一年間、盛岡ＹＭＣＡ宮古ボランティア活動

にセンター長として勤められました。開設から 2012 年 10 月現

在に至るまで、参加したボランティア数は延べ 15,486 名、、支

援サービス受益者は延べ40,477名、その方々に支援をしたこと

になります。 

 センター長ですから、部屋とベッドを与えられたと思ってお

られるでしょうが、現実は床にマットを引いたところに寝転が

る、周辺からは泥のにおいが漂うありさまです。様々なボラン

ティアがやってきます。何をすれば良いのですかと聞いてくる

人もいます、ボランティアは自分で仕事を探すのです。“人にし

てもらいたいと思うことは何でもあなた方もしなさい”と聖書

の一文を示します。寄り添う活動をすることがボランティアに

は大切な事です、そして、全ての人を一つにして下さいと祈り

ました。 

 ＹＭＣＡが野外活動で経験し学んだことがおおいに役立ちま

した。また、ＹＭＣＡに集う子供たちも自然の中で自由に遊ぶ

ことから自然の素晴らしさと恐ろしさを学び、その事が災害に

強い人になります。 

 復興活動を通して見えてきた必要な野外体験 

① 自然への驚異 

② 自然の中で民主的な共同生活 

③ 自由で平等な「認め認められる」体験 

④ 寝食をともにする生活体験 

⑤ 身のまわりの整理整頓などの体験 

⑥ 仲間の一員としての役割体験 

⑦ 待つのではなく探す体験 

ＹＭＣＡ野外活動が良い体験になります。 

パワーポイントを使用し生々しい災害復興現場を見せて頂き、

あらためて風化させてはいけない事だと思い知らされました。 

この世の最大の不幸は、貧しさや病ではありません。だれか

らも自分を必要とされていない、と感じることです。とマザー

テレサの言葉で閉められました。 

 現在は堺市立五箇荘小学校の校長に赴任して 2 年目を迎えま

す。学校では毎日何かが起こります。それを対処するのが仕事

です。どのような事が起きても逃げずに立ち向かう事が大切で

す。 池田先生は全てのことに情熱をもって、その立場、立場

を理解して進んでいかれる姿は立派です。強い信念をもって、

決して軸足のぶれない身体に共感します。 

「事後談：ゲスト謝礼は、宮古市鍬ヶ崎漁港でお風呂（七滝の 

 
 

 

災害のリスクに応えるキャンプ力 

  

４ 月 例 会 報 告 
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湯）の再建をされる袰岩(ほろいわ)さんに、宮古ボランティア

センターを通して送ります。とメールがはいりました。」 

今回司会を担当された加藤さん、陰でタイムキーパーに田中

さんがいる安心感から、緊張の中にも終始笑顔を絶やさず会場

を良い雰囲気に導かれました。有り難うございました。 

                

 

 

 

 

 

 
                

               報告者 大谷美佐子 

日時２０１３年４月２５日（木）１９：００～２０：３０ 

場所 東ＹＭＣＡ 

出席者 宮本・田中・藤井・畠平・望月・正野・伊藤・新本・

佐古・杉村・大谷          

５月例会  

５月１６日（木）１８：３０～２０：３０ サンホーム 

Ｂ班担当Ｂ班担当Ｂ班担当Ｂ班担当      ゲストスピーカー 猪瀬正雄氏  

 スピーチタイトル 「東北被災地支援と交流に関して 」        

５月例会役割分担 

  司 会  藤井  君  聖句朗読  佐古 君 

  食事手配 伊藤  君  食前感謝  佐古 君  

ニコニコ  メネット（当日指名） さん    

受 付  佐古 君  会計 中野・藤井  君 

                  音楽担当・会計兼任 

６月号ブリテン原稿 

 ５月例会報告 大谷 君  5月例会にこにこテープ起し 

 大谷 君   ５月役員会報告   大谷 君  

Ｙニュース 箕浦史郎 所長  

サンホームニュース 杉村 君 

巻頭言   宮本 君 

原稿最終締切原稿最終締切原稿最終締切原稿最終締切りりりり    ５５５５月月月月２５２５２５２５日です日です日です日です    

審議事項・報告・連絡事項 

 《審議事項》   

1． ５月例会  Ｂ班（伊藤委員長） 伊藤、佐古、正野 

藤井、大谷、大藪  

   ゲストスピーカー：猪瀬正雄氏 （泉北クラブ）  

スピーチタイトル「東北被災地支援と交流に関して」 

２. らくらく車椅子登山について     畠平 

    畠平実行委員長より当日のスケジュールについて説 

明があった。 

３. アジアユースコンボケーションについて   宮本 

（７／３０～８／４） 阪和部は３名予定 ４／２５ 

現在では２名参加（奈良・堺ＹＭＣＡのリーダー） 

    東ＹＭＣＡより候補を選出・支援する方向で承認。 

４. 西日本区大会参加について 

     杉村連絡主事を例年通り参加で承認 

     ４／２５現在  参加者 宮本、畠平、正野 

望月、横田、杉村、望月メネット 

５. 岩坂正雄メンより広義会員の申し出あり 

    以前から何度か要望あり 今回は申し出を受理する 

（会則第４条４項③）西日本区には会長より提出する。 

６.卒業リーダーの記念品 

   今年度は手違いがあり遅れている早急に手配し贈る様 

にする。品物・送付等については正野メン、杉村連絡 

主事に一任する。 

７.次期方針について   畠平次期会長 

   次期事業方針について承認の決を取られた、４月号に 

記載の方向で承認された。ジャガ芋ファンドについて 

は仕入れ先を検討の上実行委員会に一任する（佐古メ 

ン情報あり） 

 《報告事項》  

１. メネット会より報告  

報告なし                                  

《連絡事項》  

１．ＥＭＣ推進委員会 ５月１８日（土）13：30～16：00  

大阪南ＹＭＣＡ  参加者 宮本 

２． 宝塚ワイズメンズクラブ２５周年記念例会  

５月２５日（土）11:00～15:30 宝塚ホテル 

        参加者 望月、正野、横田、望月メネット 

３. Ｂａｒ３７３開催される（大阪サウスクラブ主催） 

    毎月第４金曜日 ６：３０PM ～８：３０PM  

於： 南ＹＭＣＡ ライブラリー２Ｆ  

会費 １，０００円  

      ４／２６（金）参加者 畠平、望月    

４、東ＹＭＣＡリーダー会  ４／３０（火） 6：30～ 

                      以上 

第38期第１１回役員会報告 

▲被災地域に密着した支援活動を展開する多くのスライドが

紹介され私たちが何をすべきか問われた思いがしました 

▲久しぶりに東ＹＭＣＡに帰って来られた池田教室 
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                                                                                報告：実行委員長 畠 平 剛 志 

皆様、4月28日は第17回らくらく車椅子登山にご参加いただ

きありがとうございました。本年は幸いにしてお天気に恵まれ、

非常に気持の良いイベントになりました。                  

登山終了後、東YMCAで行いました反省会でも好意的な意見が多

うございました。 

 野外イベントですので、天候ばかりはこちらでいかんともし

がたいところですが、皆の願いが天に通じたのか、天候に恵ま

れて本当によかったと思います。    

週明けには東YMCAの秋山さんよりメールをいただき 

「サンホーム入所者、デイサービス利用者も大変満足され、帰

られてからも体調を崩されることなく、元気ですごされていま

す。」とのことでした。 

安全でスムーズな運営はイベント成功以前に大前提です。 

これが皆様のご協力によって達成されたこと、胸をなでおろし

ました。 

 また、同じく秋山さんより 

「認知症の方で直前の記憶がすぐ無くなってしまう方でも、当

日の夕食時には「山へ行ってきてん」とスタッフへお話してく

ださる方がおられました。普段の様子から考えられないくらい

の記憶であり、よほど印象強く残っておられ、楽しかったんだ

と思います。 

 赤ちゃんからお年寄りまで、4世代（5世代？）が共に過ごせ

た素晴らしいプログラムであったと感じております。」とのお言

葉をいただきました。 安全でスムーズな運営は大前提ですが、

このイベントの第一の目標は、参加者の皆さんが一時でも楽し

い思いをしていただくことです。 

こういう話を聞くと疲れも吹っ飛ぶ思いがいたします。 

河内ワイズの皆様、ボランティアの皆様とこの達成感を共有し

たいと思います。 

もう一つ、個人的なエピソードですが、我が家は私と、母と家

内と子供の4名で参加しました。 

家に帰ってから家人と話をしていたところ 

「登り始めるときは参加者の方は『寒い寒い、来たくなかった』

と言  っていたけど、登っていくにつれてだんだん表情が緩ん

できた。    

登る途中に休憩で日なたで休んでいたら『もう寒くないから、 

あんたら暑いやろ、』とかえってこっちを気遣ってくれるように 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なっていた。 

時間がたつほど、表情がどんどん明るくなってきて、昼ご飯も

しっかりおいしそうに食べられてた。 

下りは他の車椅子を抜かしながら降りたんだけど、 

『速すぎた？ジェットコースター並やったかな？怖かった？』

と聞 いたら『他人の尻を見ながらよりも気持ちよかったわ。あ

んたら車椅子押 すの上手いから全然怖くなかったわ。』 

『またまた、お世辞を。』 

せっかく押してくれてんから、このくらい言わんとな（笑）』 

と軽口をいうぐらいに元気になって、本当に笑顔満面になって

いた。自然というのは人の心を溶かすんだねぇ、と実感したよ。」 

 というエピソードを披露してくれました。 

参加者の心を緩め、溶かしてくれたのは自然に加えて、「車椅子

の方に楽しんでもらいたい」というワイズメンはじめボランテ

ィア皆様のお心だと思います。 

今回は本当に良いイベントとなったと思います。    

  これも皆様の準備から運営までのご協力の賜だと思います。 

   本当にありがとうございました。 

             平成25年４月30日 

              第17回らくらく車椅子登山実行委員会  

実行委員長  大阪河内ワイズメンズクラブ  

畠平剛志 

  平平平平成成成成25252525年年年年4444月月月月28282828日第日第日第日第17171717回らくらく車椅子登山当日経過回らくらく車椅子登山当日経過回らくらく車椅子登山当日経過回らくらく車椅子登山当日経過                

0900実行委員会らくらくセンターハウス前駐車場に集合、 

準備開始 

0930集合、挨拶、注意事項説明、車椅子到着 

    リッツ・カールトンホテルよりソフトドリンク、ブル 

ガリのクッキーの差し入れを受け取って順次出発 

    道中、パークレンジャー協会によるイベントを楽しみ 

ながら登山 

1100神津嶽ふれあい広場に到着、弁当未着のため写真撮影、 

関係者紹介を前倒しで行う 

   1130弁当到着、食事開始（当初1215下山開始とアナウン 

     スしたがその時点で食事未了） 

    1230下山開始 

   1330下山完了、らくらくセンターハウス前駐車場にて解散 

    1500東YMCAにて反省会（参加は主催者のみ）、  

                       以上 

第１７回らくらく車椅子登山  快晴の下 １１１名が集う 
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シリーズシリーズシリーズシリーズ            ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介ロシアのクラブ紹介        ③③③③        

    

 

 

 

 

Club was chartered in June, 27th in 2003. 

Brother Clubs : Eidsvell in Norway, Nordtsjerhen, 

Billund in Denmark, Cheboksary in Russia, East 

Jerusalem. 

Main Projects : to support orphans from the 

specialized school ; to work on ecological problems 

in area ; to develop  Y’s men tourism ; to 

participate in international educational programs ; 

to inform about  Y’s men activity through  Y’s 

Men World magazine. 

 

YMC  YMC  YMC  YMC  ““““    INGRIA INGRIA INGRIA INGRIA ””””        in VSVOLOZSK in VSVOLOZSK in VSVOLOZSK in VSVOLOZSK     

   DISTRICT  ST- PETERSBURG 

５月例会５月例会５月例会５月例会    ゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカーゲストスピーカー    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール        

     猪瀬猪瀬猪瀬猪瀬    正雄正雄正雄正雄    氏（大阪泉北クラブ）氏（大阪泉北クラブ）氏（大阪泉北クラブ）氏（大阪泉北クラブ）    

 

1 ワイズ歴34年：堺クラブ3年、泉北クラブ31年 

泉北クラブで会長3度、阪和部書記を歴任、この7月から 

は4度目の会長  日本基督教団・希望ヶ丘教会・壮年部部 

長 

2 YMCA活動歴 協力会員として堺Y運営委員、大阪青年編集 

  委員、会員大会実行委員長、チャリティラン実行委員長 

3 専門・仕事 大阪市大大学院で素粒子理論を研究 理学博

士  大阪YMCA予備校に勤務後、大阪市内私立高校で数学教

員、校長を歴任  宇宙等に関する市民講座開催  現在は

専門学校で物理学と数学を教える 

4 芸術分野 絵画歴50年、切り絵歴35年、個展25回、 

7月に書道家と二人展予定 泉北地域美術団体副会長 、自

作 

の絵葉書を販売し収益を各方面に献金 

5 芸能分野 落語歴50年、紙切り、形態模写 これらでも 

チャリティイベント開催 

6 スポーツ分野 野球、自転車など 

 

見晴台から爽やかな空気に浮かぶ大阪平野が一望、気分も爽快 

紺碧の空、新緑の木々、みんなの笑顔が車椅子を包む 

一歩一歩をつないで全行程を完歩された池田さん（右端） 

途中のポイントでパークレンジャー隊のどんぐり鉄砲に興じる 
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私がＹＭＣＡに入職して最初に配属となった場所が東ＹＭＣ

Ａでした。 

当時は南ＹＭＣＡの地域センターという位置づけでした。それ

はおよそ三十年前のことです。 

小さなグランドには毎日のようにサッカーやラグビークラスの

子どもたちが集って駐輪場もスタッフが整頓しなければ自転車

が入らない位に活気あふれていました。小さな体育館にも未就

園児の子どもから成人クラスの会員の方々までが心地よい汗を

流すたくさんのプログラムがありました。 

その当時は小さなグランド、小さな体育館と思っていたのです

が今となってはとても大きなグランドであり体育館であったと

振り返るのです。 

私たちの働きは決して大きな施設をもって事業を行うのではな

く、多くの方々が集い互いに関わりながら成長しあう場所を大

きく創ることだということにここにきてようやく気付いたので

した。 

当時から共に汗を流し私を育ててくれたワイズメンの方々も

70歳を超えるに至っています。 

自分の大変なお仕事をされながらもＹＭＣＡを愛し支えて下さ

っていたことを憶えると深い感謝と敬意を強くするのです。 

今でも夏休みを前にグランドでの簡易プール設置や盛大な夏祭

り、市民会館でのクリスマス会を一緒に作り上げてくださった

ことを鮮明に覚えています。 

間違いなく私はここでＹＭＣＡ職員としての働きの本質を教え

ていただいたのです。 

昨年、着任にあたり真っ先に出向いた先は「大阪ＹＭＣＡ安

全の日」を定めることとなった奈良県宇陀で起きた事故現場へ

の献花でした。今も、宇陀川の流れは昔と変わらず滔々と流れ

ていました。 

若い職員と共に訪れたその地で「同じ過ちは二度と起こしませ

ん」と誓い合いました。 

偶然にも先般、東大阪市の介護予防事業講座にて井藤朋子さん

のお母様とお会いすることとなりました。私はこれまで数年に

亘り命日において、朋子さんのお墓へは献花させていただいて

いたのですが、お母様とお会いするのは初めてでした。お母様

は、笑顔が非常に素敵で地域の活動にも積極的に関わられてい

るご様子でした。誰がみても辛い過去を背負っているようには

見えませんでした。 

お母様との会話では私の方がなぜかしら涙が出てきて言葉にな

らない始末でした。 

「将来を見つめようとする時にこれまでの歴史をしっかりと

知らなければならない」とは世間一般でよく言われている言葉

ですがその通りだと思います。 

東ＹＭＣＡの将来を考えるときに今一度、東ＹＭＣＡ40 年の歴

史を振り返り誰がどのような思いでどんな働きをしてきたのか、

そして私たちは今何処に居てどこに向かおうとしているのかを

ＹＭＣＡを愛する人々と一緒になって語り合わなければならな

いと考えます 

私たちは半世紀先を見据えた中で子どもをどのような人に育む

のか、そしてまた、たくさんの喜びともに辛い過去をも背負っ

た方々に対してもその方々をどのように育むのかを考えながら、

ひとり一人が心穏やかに平和に暮らすことが出来る社会を目指

して働きの歩みを前へと進めていかなければと決意するのです 

着任から離任までわずか一年で何も出来ないままでしたが、私

自身は多くのことに気づくとても大切となる一年でした。これ

からの働きに活かしていきたいと思っております。 

皆様へは感謝を持ってお礼申し上げます。 

               2013年3月30日 

     このメッセージ は、3月末にいただきました。 

現在の職責は東ＹＭＣＡ所長を離れておられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 東ＹＭＣＡを離任にあたり 

        2013年3月30日 

東ＹＭＣＡ 所長 重信直人 

 

 

 

 

 

３月１１日夕刻、ＮＨＫ「ニューステラス関西」で、「厳しさ募

る母子の避難生活・関西各地」と題して、森松明希子さんの切

実な避難生活の様子が放映されました。東ＹＭＣＡ復興支援プ

ログラム・サンシャインキャンプに長男の明暁君が参加された

ことから、大阪河内クラブのブリテンに、避難生活についての

手記を掲載して下さった二児のお母様です。 

単身福島に残るご主人。２人の幼い子どもたちがお父様と一

緒にお風呂に入ることが出来ない希薄な父子の生活環境の現

実。目途のたたない避難生活からの解消など、涙を浮かべて語

られる様子に胸が痛みました。彼女は、今、地域の社会福祉協

議会に勤務され、被災者との情報交換に日々あたられておられ

ると、アナウンサーが伝えていました。 

そして数日後、東ＹＭＣＡ・

サッカープログラムで元気に

走り回っている明暁君にお会

いする機会がありました。 

昨年末に東ＹＭＣＡクリスマ

ス会でお会いした時より一段

と成長されていて、カメ 

ラの前で凛々しくポーズを取って下さいました。 森松さんフ

ァミリーのことを思う時、私たちはこれからも被災者の方々と

の交流を強めてゆくことができますようにみんなで確認したい

ものです。森松さんファミリーの日々が神のお守りの中にあ 

                      りますよう 

                     にお祈りいたし

ます。 

                       

                       取材 

                       丸尾欽造 

がんばって下さい 

         

母子避難生活の森松さんファミリー 
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今日のお話は何かと考えさせられる事が多かったと思います。

時間の都合上、その思いなどを なるべく短く語って下さい。 

増石増石増石増石 池田さんの真髄が分ったような話を聞かせてもらって 

ありがたかったです。（拍手）    

人見人見人見人見（京都パレスｃ）去年の１０月に、宮古のボランティアセ

ンターへ行かせてもらいました。

今年、盛岡ＹＭＣAは30周年を

迎えられると言う事で、記念誌

を作る為に募金を募っておられ

るそうです。ご協力お願いを 

代理で申し上げておきます。（拍

手） 

正野正野正野正野 このネクタイ、ＴＤＬ３

０周年のものなんですけど（盛

岡３０周年となにか・・・笑）奈良ＹＭＣAを去年卒業したリー

ダーがくれました。ちょっと嬉しく、自慢げに着けてきました。 

佐古佐古佐古佐古 池田さん、久しぶりです。東ＹＭＣＡがサンホームに変

わる時、いろいろ苦労した仲間の一人です。ありがとうござい

ます。子供たちの為に頑張ってください。 

岩坂岩坂岩坂岩坂 いわさわ・・？？（認知症が出かかってます）（爆笑） 池

田さん、７⒉歳のお風呂屋さん再建のため風呂桶代、寄付させ

てもらいます。（と にこにこボックスへ献金） 

新本新本新本新本    先週の土曜日、４時半に起きて 新聞を取りに出た時 

つまずいてこけました。足を痛めたのですが 土曜日なので病

院に行けなくて 月曜日になってから行きました。膝の下がは

れ上がっていて 入院しなければならないかも・・と言われま

した。昨日、今日と検査に行ったのですが 良くなっていて入

院しなくても済みそうです。（良かったですね？おだいじに・・・） 

丸尾丸尾丸尾丸尾 河内クラブはこれから東北の為に何が出来るかを皆で考

えたいと思います。 

中野中野中野中野 こんばんは。遅れてきて済みませんでした。昨日講演会

を聞きに行きました。自然を観察しながら外歩きをしていれば、

認知症にならない。知識の無いものもなりにくい。河内クラブ

には知識の詰まった人がたくさんおられますが、それをやさし

く噛み砕いて知識の無いものに教える事が認知症の予防になる

らしいです。ご指導よろしく・・・（まぁ、気、付けて下さい。

いやいや私は大丈夫・・・です。 ？ 笑） 

杉村杉村杉村杉村（連絡主事）４月から１階に戻って参りました。何でもお

っしゃってください。今日は池田さんの目の覚める話を聞き、

しゃきっとして 明日から頑張りたいと思いました。（拍手） 

藤井藤井藤井藤井 娘が東Ｙ時代の池田さんにお世話になっていました。そ

の娘が大学生協で短期のアルバイトをしているのですが、先日

の淡路の地震の後 学生たちが すごく揺れたねぇと言ってい

たそうです。今の学生は神戸の震災後に生まれた子たちで、東

北でもっとすごい揺れだったんだねぇと言う会話で持ちきりだ

ったと言います。娘は小学６年で体験しています。池田さんの

お話にあったようにいろんな体験から学んでいかねば・・とつ

くづく思いました。 

新本新本新本新本（メネ）池田さん今日は良い話をありがとうございました。 

丸尾丸尾丸尾丸尾（メネ）貴重なお話ありがとうございました。 

中野中野中野中野（メネ）例会に出席すると、良い話をいっぱい聞けました。 

大谷大谷大谷大谷 池田さん、勲は２人の子持ちで美由樹はまだ結婚してい

ません。（笑）誕生祝いありがとうございました。さっそく介護

保険証が届きました。 

伊藤伊藤伊藤伊藤 池田さんをそんな風に駆り立てたものは何だったんだろ

うなぁとずーっと考えていました。お答は要りませんけれど

ね？（ずーっと考えていて下さい。爆笑）私だったら まぁ３

日ぐらいかなぁ。１年間良く頑張ってくれました。 

伊藤伊藤伊藤伊藤（メネ）私たちの子供の頃は、男の子が先生からほっぺた

を張り飛ばされて、そのあたりまで飛んで行っても やぁ！ 

と言うぐらいで・・親はうちの子が悪い事しまして申し訳あり

ませんと言うて謝りに行ってましたねぇ。それが今は逆や と

言う事を聞いて、先生方のお勤めの大変さをつくづく思いまし

た。池田校長先生の仕事ぶりやその上ボランティアをなさって

いる事で千の手を持つ観音様のようやなぁと思いました。千手

観音様。今日はありがとうございました。（クリスチャンやで

ぇ・・・笑い・拍手） 

初田初田初田初田（メネ）池田さんには生前、主人がいろいろきつい事を言

ったと思います。ごめんなさい。お世話になりました。 

宮本宮本宮本宮本（会長）ボランテァのことから学校の事まで私の知らない

事をいろいろ教えていただき有り難うございました。 

杉谷杉谷杉谷杉谷（宝塚c）初めて訪問

させていただき、楽しかっ

たです。ありがとうござい

ました。 

田中田中田中田中 池田さんはグラン

ドが無くなる時のやりと

りから本気で喧嘩のでき

る人でしたねぇ。 

その結果、腹を割って話せる中になったような気がします。そ

れはさておき、義母の葬儀に際しクラブから供花を頂き有り難

うございました。家内からも皆様によろしくお伝えくださいと

いうことです。もう一つ。先日、奈良学セミナーで皆様ご存じ

の菅原さんと飯田さんの共演で東北震災義援金募集のコンサー

トがあり、家内と行ってまいりました。フランスシターによる

鎮魂歌は母を亡くした妻の心に染みたようでした。後日ご両人

から河内クラブの皆様にもよろしくとのハガキ、メールをいた

だいております。 

望月望月望月望月 ＭＣがトリを取りたいと言いますので先に言います。仙

台へ行ってきました。北海道の娘が苫小牧から船で仙台へ、私

たちは名古屋から船で仙台へ、そこで落ち合い孫の顔を見、孫

の行きたい所へだけ行きましたので被災地も何も見ていません。

けちけち旅行でお金も落として来ませんでした。（あかんやんか、

笑）以上、ご報告しておきます。 

望月望月望月望月（メネ）右に同じで言いたす事はありません・・・・ 

加藤加藤加藤加藤（ＭＣ）東北の方々の大変さを あらためて思いました。

自分の無力さを思い知り、もう一度考え直したいと思いました。 

 本日のにこにこ￥本日のにこにこ￥本日のにこにこ￥本日のにこにこ￥20,82320,82320,82320,823－でした。－でした。－でした。－でした。                     

 

ニコニコ語録集 

４月 例会の余韻 
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会 員 数     １９  名  

（特別メネット会員数）      １  名  

 ４月例会 会 員 出 席 者      １４  名 

 メイクアップ       ２ 名 

 ４月 の 出 席 率  84.2 % 

 ゲスト・ビジター出席数      ４  名 

 メネット・コメット出席数      ６  名 

 例 会 出 席 者 総 数     ２４  名  

  役 員 会 出 席 者 数  １１  名 

 ４月 延 べ 出 席 者     ３５  名  

  ４月ニコニコファンド    20,823  円   

  同  今 期 累 計    180,363円 

      今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ今月の強調月間メッセージ    

    
  

    

ワイズメンに対するクラブ内のトレーニングが出来て

いるでしょうか。ドロップアウトをなくすためにも考え

てみましょう。 

           故 成瀬晃三 理事（名古屋） 

 

2013 5 May >> 20136 Jun. スケジュール 

                     

  ５月 ２日(木)・クラブ第２例会 サンホーム  

 ５月１２日(日)・東大阪市ふれあいまつり 

            布施〜小阪 ＆花園    

 ５月１６日(木)・クラブ第一例会 サンホーム 

 ５月１８日(土)・阪和部ＥＭＣ推進委員会 

           場所 大阪南ＹＭＣＡ 

           時間 13：30～16：00            

 ５月２３日(木)・クラブ役員会  サンホーム 

 ５月２５日(土)・宝塚クラブ２５周年記念例会 

           会場 宝塚ホテル 

           時間 受付 10：30 

              開会 11：00 

              閉会 15：30  

           会費 ￥9000  

 ６月 １日(土)・大阪ＹＭＣＡ創立記念礼拝 

          13：00～13：45 

          大阪ＹＭＣＡ会館10階チャペル 

          14：00～ユースフォーラム 

 ６月 ２日(日)・ＹＭＣＡサンホーム大掃除  

          10：00 ～13：00 

 ６月１１日(火)・サンクトペテルブルグ訪問団出発 

           関西空港発 FIN AIR  

 ６月１８日(火)・サンクトペテルブルグ訪問団帰国 

 ６月２０日(木)・クラブ第一例会 サンホーム 

 ６月２２日(土)・西日本区大会 （1日目） 

          11：00大会受付 名古屋能楽堂  

          13：00大会開会     々

          19：00懇親会 ウエストナゴヤ 

                  キャッスル   

 ６月２３日(日)・西日本区大会 （２日目） 

           8：00聖日礼拝 ウエストナゴヤ 

          12：15閉 会      々

 ６月２７日(木)・クラブ役員会  サンホーム      

第第第第33338888期期期期    2012012012012222/201/201/201/2013333年年年年    クラブ役員クラブ役員クラブ役員クラブ役員    

会 長・宮本  桂子      Yサ・ASF・畠平  剛志   

副会長・畠平  剛志    地域奉仕・芳澤  伸之  

直前会長・横田 憲子    EMC ・   大谷美佐子 

書 記・ 田中 惟介       ファンド・佐古  至弘 

     大谷美佐子    交    流・岩坂  正雄  

会 計・中野  義彦    広    報・伊藤  圭介 

    藤井  敬子    メネット・丸尾  初子 

連絡主事・杉村  徹   会計監査・岩坂  正雄 

 

発行者：宮本桂子      編集者：丸尾欽造 

ホームページ : http://kawachi-ys.org/  

            5555 月月月月    “ LT ( Leader - Training) ”  

  

  

２０１３年６月２２日(土 )  大会１日目 

     11：00 大会受付   名古屋能楽堂 

     13：00 大会開会       々

19：00 懇親会 THE WEST NAGOYA CASTLE 

21：30 フェロウシップアワー  々   

６月２３日(日)  大会２日目           

      8：00 聖日礼拝  THE WEST NAGOYA CASTLE 

     9：00 大会2日目       々

     12：15 閉会          々

      参加登録費   メ  ン 20,000円 

メネット 18,000円 

宿泊費その他についての詳細は、第１６回 

西日本区大会参加要覧をご覧ください。  

     

 

 

 
  Happy Birthday 
５月 ３日 正 野 忠 之 君 （牡牛座） 

５月１４日 青 野 剛 暁 君 （牡牛座） 

 
 
Wedding Anniversary 

       ５月１日  中野義彦・涌子 夫妻 

 

 

 


