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題】

クラブ主題
『選択と集中』 Selection and Concentration
阪和部主題
「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき
西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」

畠平剛志 会長
飯沼 眞 部長
高瀬稔彦 理事

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.”

スローガン
「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man”
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
岡野泰和 地域会長
スローガン
“One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ
国 際 主 題 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう
Poul V. Thomsen 国際会長
スローガン “Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション
【今月の聖句】 テモテへの手紙Ⅰ ４章 12 節

（選・解説
「あなたは、年が若いということで、誰からも軽んじられてはなりません」
― 次代を担う若者を尊重し、支えるユース事業に力を注ぎましょう ―

岩坂正雄）

巻頭言
「メンテナンス？」
望月

強

４月例会プログラム
Ｙサ・ASF
らくらく車椅子登山

鉄筋コンクリーとは言え 50 年も経つと色々軋みが出て
きます。50 年前はアルミサッシの窓は高価だったので、人
4 月 27 日（日）
目に付くところはアルミ製ですが裏に回ると鉄のサッシが
らくらく登山道～サンホーム
幅をきかせています。比較的よく使用する引き戸が重く途中
9：00～14：30
で引っかかって半開きの状態です。冬は寒い風が容赦なく入ってきます。
司 会
丸尾欽造実行委員長
この扉は閉まらないものだと思い諦めていました。
開会点鐘
畠平会長
仕事柄、機械に油を注入するスプレー缶を持っています。ダメもとで
参加団体紹介
らくらく登山
重い扉の隙間に、スプレーの針を突き刺し注油しました。暫くすると重
東ＹＭＣＡで
い扉も片手で滑らかに開け閉めが出来る様になりました。改めて潤滑油
例会・評価会
の力を思い知りました。
司 会
君
河内クラブにとって潤滑油は何だろうかと思いました。毎月の例会と
会長の時間
畠平会長
役員会がもたれ、粛々と進めていますが、このクラブにも油を注す時期
インフォメーション
が来ているように思います。昔のことを言うと年寄りの繰り言と笑われ
結婚・誕生祝い
畠平会長
ますが、例会や役員会が終わると八重串（居酒屋）に立ち寄って他愛の
ない話をしてから帰宅をしました。例会以上に楽しみにしていたことが
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
思い起こされます。当時は自動車に乗っていても少しのアルコールは許
閉会点鐘
正野副会長
される時代でした。お酒だけが人と人の潤滑油でしょうか、酒がなくと
変則的です、随時変更有
も楽しくお喋りすることが大切で、コミュニケーションが図れると思い
ます。
例えば何かをしながらお喋りをする。スポーツをしながら、あるいはブリテン発送の時にブリテンを折り、
封筒にいれ、切手を貼りながら、手より口が働きお喋りに熱中する、その事が大切に思います。人と人が他愛
のない話をすることがクラブの潤滑油ではないかと思います。皆さんの思っておられるクラブの潤滑油は何で
しょうか？

大阪河内ワイズメンズクラブ
３月例会報告
２０１4 年 3 月 20 日（木）18:30～20:45
報告 望月治子
出席者
メ

ン

広義会員
メネット
ビジター

ゲスト

（敬称略)

畠平・新本・田中・藤井・佐古・望月
丸尾・宮本・中野・正野・横田
岩坂
大薮・望月・初田・新本・中野・伊藤・田中
遠藤通寛メネット主査
畠平惠子メネット（西）
林 夏代メネット（奈良）
吉田全孝・芳子夫妻（サウス）
浜田尚美・白井公子メネット（長野）
今井利子（なかのしま）
高木弘子さん・西谷恵利子さん

以上２９名

さくらの便りが聞かれる中、メネ
ット例会が開催されました。赤い毛
氈に色々な手作りのお雛様や作品を
飾り、テーブルにはお花を飾り華や
いだ雰囲気の中６：３０より大藪メ
ネットの司会で始まりました
中野メネット会長の開会点鐘、メネッ
トソング、伊藤メネットの聖句朗読と
続き会長の時間には畠平会長がファイ
ル回覧、３/２７の役員会でのラリーサ
さんとの交流会が１８時～１９時（役
員会の前）に持たれることへのお誘い、
3/29 の車椅子清掃奉仕、３/３０のクラブ研修会へ
の参加呼びかけをされました。
新本メネットの食前感謝があり、メ
ネット会に相応しい、ちらし寿しの
懐石弁当を頂く

2014 年 4 月報

7：15 ～
「シャンソンのゆうべ」
歌
高木弘子様
ピアノ 西谷恵利子様
美しいドレスに身をつつんでの登
場で会場が明るくなりました。
「ラストダンスは私と」の歌から始
まり、「セシボン」
・「ろくでなし」
とシャンソンらしい曲が３曲続きま
した。
シャンソンとはフランスで生まれ
た曲をシャンソンといい、越路吹雪
が歌っているような曲だけがシャン
ソンでは無いそうです。
日本の歌で「夢一夜」
・「命の理由」その
他の曲を聞きました。私達にとって懐かしい曲
ばかりで心から楽しいひと時を過ごさせて頂き
ました。
アンコールにはダニボーイを新しい歌詞で披露
されました。
お二人は同級生で３０年来の
友人だそうで、コンビを組ん
でからは１５年の付き合いだ
そうです。
歌の高木様は、サウスクラブ
の松岡メン（牧師）に結婚式
の司祭をしていただき、ＹＭＣＡとの関わりは深い
方でした。

３月の結婚・誕生祝いが贈られました。
結婚祝いは田中夫妻

誕生祝いは藤井メン・岩坂メン・佐古メン
ゲストの遠藤メンに結婚祝いが贈られ、月遅れで

食事時間に合わせインフォメーションがあった。
岩坂メン

佐古メン
丸尾メン
横田メン
望月メン

ロシア、サンクトペテルブルグから訪問
者歓迎会、３／２７、６：００より行い
ます。
サンホーム、車椅子の清掃３／２９
９：３０～ よろしく。
らくらく車椅子登山 例会です友人をお
誘いの上参加要請。
福島原発から幼児を抱えて避難した母親
の感動の手記のＰＲ
パンゲア（石切）クラブ研修会のメン・
メネット参加願い

誕生祝いを大藪芳教メン・暢子メネットがゲット！
ニコニコアワーでは皆様の楽しいお話があり、
ＹＭＣＡの歌を歌い、予告通り定刻 20：45 に中野
メネット会長の閉会点鐘で終了・散会しました。

―２―

私達がにこにこ担当です。
メネットさんの笑顔満載
の“語録”は右ページに有
ります。
望月・初田メネット

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年
に こ に こ 語 録

テープ起稿

４月報

遠藤通寛 （泉北Ｃ） 楽しい例会でし
た。ありがとうございました。

田中惟介

佐古

大腸検査も無事に終り、元の体に戻ったような
気持ちでおります。家内の方がだんだん難しくなって
きており、いつまで例会に出られるか分からなくなっ
てきました。
岩坂 高木さんと西谷さんはプール学院の卒業生です。
学院は、今年１３５周年を迎えます。音楽教育に力を
入れている学校で、卒業生には八千草薫さんや坂本ス
ミ子さんらが出ています。だから今日はとても嬉しか
ったです。それに今日歌われた曲は私たちの世代にと
って魂がゆすられるような歌で、この人（吉田 Y's）な
んかはもう大きな声で歌っていて高木さんの邪魔にな
らないかと心配しました（笑）
丸尾 一つ一つの言葉から受けるものは、その歌以上
に染み込んでくるものがありました。
「夢一夜」なんか
は特に感じ入りました。又お聞かせ下さい。
畠平惠子メネット （西Ｃ）シャンソン
を楽しみに来ました。越路吹雪さんのフ
ァンで、お金が出来たらディナーショウ
に行こうと思っていたら、亡くなられて
しまって行けませんでした。今日は楽し
かったです。
（笑）
伊藤メネット 童謡とか小学唱歌が大好きで、歌いに
行っているのですが、指導の先生が歌詞の意味をしっ
かりと理解しなさいと言われます。日本の叙情歌、す
ばらしいです。高木先生が最後に歌われたダニーボー
イで抱きしめて・・を繰り返された所、感情がこもっ
ていて心打たれました。ありがとうございました。
藤井 毎年、大フィルの８月公演に行っています。ア
ンコール曲がダニーボーイと決まっています。今日は
歌詞が良くって交響曲と又違ってとてもよかったです。

宮本 灯りがおとされ、スポットライトの下で歌わ
れて・・・ここにブランデーが欲しいな、と思いま
した（笑）
中野 歌が好きです。歌い込む以外に歌詞を憶える
コツってありますか？（高木＝詞の絵にしておぼえます。）
吉田芳子メネット （サウスＣ）望月さ
んに誘われて来ました。好きな“夢一
夜”
・・・気持ち良く酔わせて頂きまし
た。
（拍手）

吉田全孝 （サウスＣ）夫婦で来ました．松岡牧師と同
じクラブです。

白井公子メネット （長野Ｃ） メネット
主査だった去年は来られませんでした。楽
しい例会でした
浜田尚美 （長野Ｃ）シャン
ソンと言えばコロッケさんの淡屋のり子
さんしか思い浮かばない私でしたが素晴
らしい歌を聞けて良かったです。

新本メネット

いつもどなり声しか聞
いていないので今日はとても良かったで
す。ありがとうございました。
田中メネット 母の介護や見送りで落
ち込むことも多かったのですが、今日は
いい音楽を聞けて良かった。これからは
例会にも来たいと思います。
（拍手）
横田 楽しく聞けて良かったです。
正野 畠平会長のお母さんとの２ショットはめったに
見られません。先日の主査・会長研修会ではお父さん
との２ショットも・・・写真を取れなかったのがチョ
ット残念でした。
（笑）
林メネット （奈良Ｃ）主人も誘った
のですが和歌山クラブの入会式に（Ｅ
ＭＣ主査として）行ってしまいました。
この例会の話を聞けば残念がると思い
ます。
新本 ＹＭＣＡ関係の繋がりはとても広く、田中元総
主事の偲ぶ会でまたお会いすると思います。
今井 （なかのしま）河内のメネット例
会はいつも楽しく、楽しみにしてきまし
た。
中野メネット たくさん来て頂いて、
ありがとうございました。

田中 昨日西谷さんと会って再確認した後の帰り道で
ウグイスの初音を聞きました。春はもうそこまで来て
います。
畠平 メネットさん、今日はありがとうございました。
宮本さんから、車をもらえたので、古くて良かったら
うちの車貰って下さいと電話がありました。車って貰
えるものなんですねぇ（笑）
大薮メネット 司会者の特権で１月・２月の誕生日プ
レゼントをゲットしました。ありがとうございます。
（笑）
望月 華やかで楽しい例会でした。毎月メネットさん
にしてもらったら良いなぁとおもいます。
（笑）
望月メネット どうもありがとうござ
いました。
初田メネット 縁者にシャンソンを歌
っている人がいます。今日は楽しかった
です。
高木弘子 私の仲人は松岡牧師で、今日お会いできな
かったのは残念です。
西谷恵利子 素敵な会に呼んで頂きあ
りがとうございました。途中から手が震
えるようでした。

―３―

本日のにこにこ

￥24,060－でした。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ４月報
第３9 期 第 8 回役員会報告
“選択と集中”
西日本区強調月間 Y サ・ASF
出席者

４月例会

②
③
④

畠平・田中・望月・丸尾・宮本・中野
新本・佐古・杉村
中野メネット
4 月 27 日（木）
らくらく車椅子登山

役員会に先立ち、ロシアからのお客様を迎え
歓迎茶話会がありました。

例会（＆らくらく登山）役割分担
司会 当日指名
食事手配 横田憲子君・丸尾初子さん
聖句朗読 略す 食前感謝 略す
にこにこ 実施しない
受付・CD 操作
望月＆藤井会計

5 月号ブリテン原稿
4 月例会報告
丸尾欽造君
役員会報告
田中惟介書記
Ｙニュース
箕浦史郎所長
サンホームニュース 杉村 徹君
巻頭言
正野 忠之君
原稿締め切りは 4 月 30 日です
ブリテン発送は８日に変更します

報告・連絡事項・審議事項
《報告・連絡事項》
1, 各事業委員会等より報告
特になし
2, 誕生結婚祝い（不足購入）会長一任
3, ロースターの校正・発注の件

校正については会長に於いて確認する。
発注数は Ｗ＝１６部、Ｅ＝１部とする
4, クラブ研修会 １８名の出席予定。うち３名は途中参加
5, その他

《審議事項》
1. らくらく車椅子登山

ＨＰ維持費の予算を実行する
車椅子清掃奉仕に￥10000 支援する
６月例会はワールドカフェ方式で行い
テーマを評価・計画とする

（丸尾）
９時 センターハウス集合
現地集合者及び東Ｙでの例会出席者を例会出席
者とする
雨天中止の場合 １2 時～通常例会とする
資材担当 サンホーム
名札作成 望月君
記録写真 田中君
前日準備 １５時～行う
４月２４日の役員会で詳細決定する。
ワイズちらし ２００枚発注する
2, 5 月例会（新本）
担当者知人（同志社神学部卒）の若者の体験
談を聞く。
3, クラブ活性化ＰＴ 研修会で話題とする
4, 次期以降の体制及び４０周年祝会について
特に４０周年祝会について意思の統一・企画の
議論を随時行うことで方向を定める。
５. その他
① ラリーサ歓迎茶話会の費用をＩＢＣ事業費として
支出する

３月２２日に３６時間かけて関空
に到着されたラリーサさんは伊
藤・望月両 Y's の出迎えを受け伊
藤 Y's 宅で 30 日までホームステ
イをされています。
岩坂 Y's の案内で奈良観光を
したり、伊藤 Y’s の案内で
京都や神戸を歩かれたようで
す。来日前に足を痛められたと
かで何かと不自由であったと
思われますが、日本の暮らしを
満喫されています。
２７日役員会の前の６時か
ら紅茶とサンドイッチで歓迎会が持たれました。
鐘に興味を示されたラリーサ
さんの点鐘で開会、司会は岩坂
交流事業委員長。畠平会長の歓
迎スピーチ（by English!!）の
次に自己紹介をされた。男女２
人の子供があり１９歳を筆頭に
９歳の孫まで４人、皆、近所に
住みなついてくれています・・・
リタイア後も言語学の講師をし
て年金とあわせた収入を得ています。etc.
プロジェクターを使って（操作＝杉村連絡主事）ロシア
のワイズ活動や風景の案内がありました。サンホーム
での３５周年祝会であったＩＢＣ交流の懐かしい写真
も入っていて座が一気に和みました。
会長通信でお馴染みの
いろんな国の挨拶言葉の
為にロシア語でのこんに
ちは、さようなら、ありが
とうのレクチャーを受け
た会長の最後の挨拶は、ス
パシーヴァ！（ありがとう）他は発音が難しかった？（実
は、良く聞き取れなかった）ようでした。
会の準備は中野
メネット会長と
伊藤メネットに
お手伝いいただ
きました。

（出席者）畠平・岩坂・伊藤夫妻・中野夫妻・新本・望月
丸尾・田中・宮本・佐古・杉村・ラリーサ

―４―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ４月報
クラブ研修会報告

報告 畠平剛志

３月３０日（日）東大阪市東石切町の石切パンゲアにてワイズ研修会が行われました。
今回は実行員の望月メン、大谷メンの尽力により、１５名という大人数での研修会となりました。
あいにくの荒天でしたがさほど寒くもなく、車座になっての研修会は和気あいあいとした雰囲気で進み、
「とにかく
談笑しましょう」のテーマ通り、普段なかなかじっくりと話をする時間がないメンバーとゆっくりと語らえたと思
えます。
基調談話で田中メンよりワイズメンズワールドより「北極星を見つけよう」との「お題」が出されましたが、そ
れをふまえつつ「議決はしない」「じっくりと話しあう」
「その上で、醸しだされた空気を大切にする」というある
意味での「ゆるさ」があって、皆さんのお口も軽くなったのではないでしょうか。
具体的には、河内ワイズ４０周年について「やりたいなぁ」「でもあまり負担がかからないように」
「食事は美味し
く！」という「空気」が確認できましたし、次期正野会長体制についても「各自が取り組みたい役職をやる気を持
ってやる」
「自分のやりたいのは、これかな？」というおおまかな方針が立てられたと思います。
「昔は例会が終わってからのほうが活発に話をしていたんだよ」ということを多くの先輩方から聞いていましたが、
大体こういう雰囲気だったのではないか…と思える研修会でした。
そして研修会は予定よりやや早くに終了しましたが、それでも「話し足りない」多くのメンバーは石切駅より北
へ上ったギャラリー砌での「談笑第２ラウンド」へと向かいました。そこでは先月シャンソンで例会を盛り上げて
くださった西谷さんとの嬉しい再会もあり、美味しいコーヒーを飲みながら更に談笑は盛り上がったのでした。

参加した人：
メン
大谷・佐古・正野・田中・中野・畠平
藤井・丸尾・宮本・望月・横田
メネット
大薮・田中・中野・初田

メネット例会無事終了出来ました。
メンの皆様、メネットの皆様絶大なるご協力有難うございました。
次回のメネット会は 5 月の例会の前 4 時頃から集いたいと思います。そして、折り鶴を仕上げてお渡ししたいと
思いますので、各自で折って持ち寄りたいと思います。
よろしくお願い致します。
メネット会長 中野涌子

第９回

サンホーム車椅子清掃

３月２９日（土）9：30～11：30

らくらく車椅子登山を前に、恒例の車椅子清掃奉
仕が行われました。大阪商大高校の久語先生とそ
のお子さん２人、生徒８名が参加し、河内ワイズ
からは佐古・藤井・丸尾・横田・初田メネットが
奉仕されました。３階、４階、５階と３班に分か
れ２時間余りできれいに磨きあげられました。
元メンバーの芳澤君にとって、ワイズとのつなが
りの本当に細い糸かもしれませんが継続されるこ
とに敬意を払いたいと思います。１１時３０分から６階会場でクラブからの支援のサンドイッチとジュースで交流
が持たれました。若い高校生たちに少しでも、ワイズを理解してもらえたら嬉しい事ですね。

―５―
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「リーダー感謝式」

４月報

東ＹＭＣＡ所長 箕浦史郎記

東ＹＭＣＡ・枚方ＹＭＣＡリーダー感謝式を 3 月 21 日に
六甲山 YMCA で行いました。一年間、ワイズメンの皆様
のお見守りの中で、YMCA に集う子どもとリーダーが安全
にまた有意義な活動ができたことに感謝いたします。
感謝式では一年間の活動をリーダー全員で振り返り、多く
の人に支えられながら活動ができたことに感謝しました。
司馬遼太郎氏の「21 世紀に生きる君たちへ」を引用し、
「人
は助け合いながら社会を形成していること」
「YMCA の活
動は誰かを思い行動すること」YMCA ユースボランティア
活動はそのことを感じ学ぶことができる機会に溢れていることをメッセージとして贈り、皆で次年度の活動も全て
の人にとって有意義なものなるよう祈りました。
また今年度は 6 名のリーダーが大学生活を終え、社会に漕ぎ出して行きました。大学生活の一部を YMCA 活動
に捧げていただいたことに感謝し、社会の中でそれぞれの場で YMCA の想いを広げていただくことをお願いしま
した。
4 月には新たな若者が YMCA の扉を叩きます。次年度も皆様のお支えのもとより活動を行っていきます。

杉村

徹 連絡主事 記

新しい年度になりました。
2014 年度のサンホーム・志紀デイサービスの責任者体制は下記のようになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
部

事業

担当職員
杉村

徹

事務長

事務局

北野瑞季

統括主任

秋山健二
吉村みどり

介護主任

月川智宏

ケアマネジャー

今井

ショートステイ

上村五月

副主任

盛矢

副主任

林

副主任

細川直子（5階） ＜就任＞

管理者

宮原

副主任

山口恭平

副主任

伊藤鉃矢

主任

石川慶子

副主任

澤野準司

主任

吉田絵理

主任

堂本隆子

管理者

矢野成悟

施設ケア事業部

地域包括支援センター

在宅支援事業部

ケアプランセンター
デイサービスセンター
ヘルパーステーション

食生活創造室
ＹＭＣＡ志紀デイサービス

昇

事務長補佐

医務室

特別養護老人ホーム

尾北
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（異動）＜就任＞

裕
（異動）＜就任＞

詳（3階） （異動）＜就任＞

博彦（4階） （異動）＜就任＞

学
（異動）

大阪河内ワイズメンズクラブ

2014 年 4 月報

東日本大震災復興支援フォーラム 2014 ３月１６日（日）14：00～16：30
大阪南 YMCA 2Ｆ ライブラリー
まず、堺のボランティアリーダー８人を含む約４０人が南ＹＭＣ
Ａに集い、４年目を迎えた大震災復興を思い 黙祷を捧げフォーラ
ムが開始された。
基調講演として 環境大臣政務官の浮島とも子氏が「東日本大震
災からの復興に向けた取組」と題した１５ページにわたる資料をも
とに、現地現況報告をなされた。
“日本の未来は東北の復興・復旧無しに有りえない”と思うとの
決意で宮城・岩手の瓦礫は、３月に処理完了予定であることや放射
性廃棄物の処理（仮置き保管）状況、放射能汚染の 除染の進行状
況を詳しく説明された。ご活躍を良とし、ますますのご健闘を願いたい。再三 “前の政権が・・・”という
発言があったが、未曽有の災害の中で対処されたことをあげつらうのではなく、それも踏まえ取り組んでい
く姿勢を明確にして頂きたいとの思いがあった。
続いて、各クラブの支援状況の発表があった。現地へ赴くもの、地域で取り組むものそれぞれ活発な活動
の報告があり、我が河内クラブの物産購入や語り部の会、支援金送金等の活動報告を畠平会長が行い、横田
Y’s はブリテンに寄稿して頂き、ご縁のある森松さんの著書「母子避難、心の軌跡」をブース並べ理解と購
入を求められた。
約１０分の休憩の後、大阪・奈良・和歌山の各 YMCA からの事例報告、質疑応答が行われた。
総括・地域奉仕・環境事業主任生雲文枝主任の総評
があり閉会した。

河内からは正野・畠平・横田・田中・望月が出席した

文責 田中惟介

次期会長主査研修会に出席して

３/８～９に新大阪チサンホテル
一昨年は次期広報主査として、昨年は次期会長として、そして本年は次期 EMC 主査として３連連続の参
加となりました。私のワイズ歴は短いものですが、このような役職と、集中しての研修の機会を与えていた
だいたことにより、急速にワイズ経験と知見が深まっていっているように思えます。
さて阪和部は次年度には三木次期阪和部長の「共に一つの”わ”になって！！」の主題の元、活動してい
くこととなります。三木部長は二度目の阪和部長で、主題は前回と同じと思いきや、主題最後の「！」が前
回は一つ、今回は２つ「！！」となって、主題の強調がよりなされているとのことです。更に驚くような阪
和部のパワーアップを期待し、部員各々が期待されているものと思います。
また、次期 EMC 事業は京都トップスの河原主任の元、実施していくことが予定されています。
阪和部では EMC シンポジウムを７月１２日（土）予定として計画中です。詳細決まりましたらまたお知ら
せしますので、ご参加よろしくお願いいたします。
言うまでもなく EMC 活動は新入会員の獲得も大切ですが、ノンドロップもより大切です。気心のしれた
河内の皆様と、共に末永く活動をしていきたいものです。皆様ご自身のノンドロップを第一として、そして
新入会員獲得の活動など、会員皆様個々の EMC 活動もよろしくお願い致します！
次期阪和部 EMC 主査 畠平剛志
この研修会に出席することは今回で連続５回目になりました。今回クラブからは、畠平次期ＥＭＣ主査と
ともに参加。私は所用で初日の夕食から参加となりましたが、次期会長としての出席は１１年ぶりです。三
木次期部長を中心にテーブルを囲んでのひとときは、同期会長との懇親の時間となりました。研修会初参加
は、和歌山クラブの守田次期会長のみ。皆さん落ち着いた感じでの参加でした。２日目は事務手続きのレク
チャーを受けたあと、
「各部ごとの懇談」の場へ。三木次期部長より方針を聞きながら意見交換するのですが、
三木ワイズも２度目の部長ということで、経験を活かされたとてもわかりやすい部長方針を披露されていま
した。
阪和部や西日本区として参加することの多かった次期会長主査研修会ですが、改めて会長という責務の重
要性を感じる今回の研修会となりました。河内クラブに里帰りする気持ちで、改めて身が引き締まる思いで
す。これまでの経験を活かせるよう、次期に備えたいと思います。
大阪河内クラブ次期会長 正野忠之
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Y’s
HAPPY

Men’s

BIRTH

DAY

Club of Osaka Kawachi、Japan West April 2014

4 月－5 月の予定

4月

4月

２日 丸尾 初子さん
７日 伊藤 圭介君
8 日 大谷 美佐子君

WEDDING
１０日
２３日

3 日（木）ブリテン印刷・発送
１２日（土）ＹＹフォーラム・南Ｙ14：00～
１９日～２０日 第３回 区役員会
２４日（木）役員会 サンホーム６階
２７日（日）第 1 例会 らくらく登山

ANNIVERSARY

杉村 徹・由香
畠平剛志・明子

夫妻
夫妻

5月
８日（木）ブリテン印刷・発送
10 日～11 日 東大阪市民ふれあい祭り
１５日（木）第 1 例会 サンホーム６階
２２日（木）役員会
サンホーム６階

日本区通年強調目標 PR
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。

加藤

西日本区強調月間

信一 広報事業主任

Y サービス・ASF

ひとりひとりの思いやりの心が大きな実を結びます。献金にご協力ください。
生雲 文枝 地域奉仕・環境事業主任
会員数（連絡主事を含む）
内

広義会員・功労会員数

特別メネット
3 月例会出席者数（会員）
メイクアップ
3 月の出席率

１７名

ゲスト・ヴィジター出席数

１０名

２名

メネット・コメット出席数

７名

3 月分２４，０６０円

１名

功労会員・広義会員出席数

１名

今期累計１００，４８６円

１２名

3 例会出席者総数

２９名

１名

3 役員会出席者数

９名

86.67％ 3 月会員延べ出席者数

にこにこ献金

２１名

Wind From Kawachi

この欄に書く機会もあと 3 回となった。
（7 月から編集者が替わります）
昨年 7 月以降、クラブの行く末を思い、書いて来た事にぶれる事は無かったと自負している。今回は私
が事業に取り組む際の姿勢（方法）を僭越ながら書いておく。まず、ある事業の企画を引き受けた時から
様々な場面を想定する。玉石混交の中から取捨選択し、起承転結を考え、流れを構築する。有る程度固ま
れば参加人数の予想を立て、その 8 掛け位の数で予算を立てる。数字に無理があれば省くところを省き、
例えば食事の量や質を変更する。流れの中に採用できる要素を幾つか（幾人か）用意しておきプログラム
には入れずにサプライズとして持っておく。ここで大切なことは余裕を見込んだタイムテーブルの作成で
ある。流れを考えずに長く話す人や、アトラクションの反応で時間が延びる事もある。逆に思いの他順調
に進行する事も・・・ほぼ想定内であれば（隠し玉と呼んでいる）依頼者に登場して頂いたり、サプライズ企画
を入れる。参加者の反応（笑顔）が決め手となる。司会・進行者との打ち合わせ（理解）が良く出来ていればあとは
一気呵成に終幕に至る。やったな と言う達成感に浸る事となる。予算の８掛けについての説明を加える。会場費や
諸経費をこの様に想定しておけば参加数が減っても収支は ほぼ均衡し 多ければ予算に余裕が出る。と言うことで
ある。おこがましいが、私が担当した事業で赤字を出した事は一度もない。いや一度だけある。委員長に確認なく資
材を購入された為、数千円の赤字となった。これは意思の疎通と連絡の重要性を知る教訓となっている。

がっかりさせられるのは、このような不注意と緻密に計画されたプランに思い付で変更させられた事で流れ
が急変することであるがこの点は次号で書こうと思う。
編集子 田中

第３９期 ク ラ ブ 役 員
会 長:畠平

剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月
メネット会長中野涌子 直前会長:宮本桂子 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

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL 06-6787-3733

http://kawachi-ys.org/

―８―

強・藤井敬子

