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巻頭言     

 「学びの場を求めて」        正野 忠之 
昨年度に阪和部長を務めさせていただいたことなど忘れ

てしまうほど、西日本区ＹＭＣＡサービス・ユース事業主

任として駆け抜けた 1 年だったように思います。ワイズに

は役を求めてはいけないという不文律がありますが、私は

ＹＭＣＡサービスとユースのことにこだわって事業主任を

受けました。1 年で何ができるのかという壁にもぶち当たりましたが、学

びの場を求め、そして得ることの多かった１年でした。 

ＹＭＣＡサービスは部や地域、クラブによって違いがあります。阪和部

でも、大阪と奈良、和歌山ではワイズとＹＭＣＡの関わり方が異なります

よね。京都部のように１７のクラブが１つのＹＭＣＡに対し奉仕活動を行

っているケースもあれば、同じ京都部でも、福知山ＹＭＣＡではスタッフ

がいなく、１つのクラブがすべてを支えているというケースもあります。

まさに一心同体です。先日開催されました阪和部ＹＹフォーラムにおいて

大阪ＹＭＣＡとワイズの関係が取り上げられましたが、福知山ＹＭＣＡを

知った私にとって、少し贅沢な悩みであるような気がしてなりません。 

それは私たち河内クラブにおいても同じではないでしょうか。原点に戻りますと、私たちはＹＭＣＡをサポー

トする奉仕団体なのです。 

ユースへの支援も多くの学びを得ました。ユースというくくりの幅広さを感じる 1 年でした。ユースリーダ

ー、ユースコンボケーションに参加するユース、ＹＭＣＡが定義するユース、学生ＹＭＣＡ（学Ｙ）として活

動するユース・・・ユース＝「若者」を支援することの意義は、ワイズにとってこれからますます重要になっ

てくるでしょう。なぜなら、支援する「若者」がいつか支援する側に立つとき、ワイズメンの仲間となり得る

からです。最後になりましたが、数年間にわたり私を部や区に出していただいた河内クラブの皆さんに感謝申

し上げます。次期は会長としてその学びを活かしていきたいと思います。  

            ２０１３～２０１４年度【主  題】 

クラブ主題  『選択と集中』 Selection and Concentration              畠平剛志 会長 
阪和部主題  「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき        飯沼 眞 部長 

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」          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】 テサロニケの信徒への手紙 5 章 14 節            （選・解説 岩坂正雄） 

「怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。 

すべての人に対して忍耐強く接しなさい」 

― 優れたリーダーシップの資質を示すことばです ― 

The Y’s Men’s  Club  Of 
OSAKA-KAWACHI 

Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 
 

C/O Osaka Higasi YMCA 
3-1-18 Mikuriya Minami 
Higasi-Osaka JAPAN 
577-0034 
http://kawachi-ys.org 

５月例会プログラム 
LT 

5 月 15 日（木）18：30～20：30 
司 会       正野忠之君 
開会点鐘      畠平会長 
ワイズソング    一  同 
聖句朗読      新本英二君 
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 
会長の時間     畠平会長 
食前感謝      新本英二君 
     食事・歓談 

インフォメーション 
卓話        山下草起氏 
 「米国の民族構成について」 
結婚・誕生祝い   畠平会長 
にこにこアワー 
ＹＭＣＡの歌斉唱  一  同 
閉会点鐘      正野副会長 
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４月車椅子登山例会報告  
 ２０１4 年４月 27 日（日）9:00～16:00 

              報告 丸尾欽造 

出席者 （敬称略) 

メ ン   畠平・新本・田中・藤井・佐古・望月 

丸尾・正野・横田・大谷・杉村 

広義会員  岩坂 

メネット  望月・初田・新本・中野・伊藤・丸尾 

ビジター  山口守雄（サウス）・人見晃弘（京都パレス） 

      畠平惠子メネット（西） 

大阪府みどり公社・日本パークレンジャー協会・ 

ザ リッツ カールトン大阪・加美クラブ・意岐部中学校 

BVLGARI・（株）望月・キッチンおりた 

東 YMCA スタッフ 

要介助参加者数 １３名       以上 117 名 
 

日常的に外

出することが

極めて困難な

車椅子利用者

を新緑の山に

お招きする｢ら

くらく車椅子登山」プログラムは、今年で 18 回を

数えました。 

「籠に乗る人担ぐ人、そのまた草鞋を作る人」、今

年もこのプログラムのために各方面の関係団体様が

準備から当日のお働きまで温かいご支援をいただき

ました。お陰さまですべての面で環境が整えられ、

プログラムの充実度が高まり参加者の笑顔とともに

楽しい一日を過ごすことができました。本当にあり

がとうございました。 

前日まで「ご参加」が危ぶまれていたお天道様も

早朝からすばらしいお顔をみせてくださいました。

そして、山も、木々も、風も、虫も、落ち葉までも

がその陽光を浴びてフアンファーレを合奏してくれ

るなか、10 時に車椅子は順次スタート。標高の変

化とともに大阪平野のパノラマが眼下に広がり、今

年は日本一の高さを誇る「あべのハルカス」も手を

振って？応援してくれました。コースの各ポイント

でゲームやクイズの「自然教室」

は、日本パークレンジャー協会の

方々のご準備によるものでした。

弓矢の射的に夢中になったり、段

ボールで出来た集音器に首を突っ

込んでる子供どもたちや高齢者の

方々の笑顔が周りを癒してくれま

した。 

爽やかに２．７キロを登り切り

神津嶽で皆さん揃ってお弁当。参加者のご紹介とご

挨拶。ザ・リッツ・カールトン大阪、ブルガリの両

社がデザートにご用意下さったシュークリームやク

ッキーをいただきながら交流のひとときをもちまし

た。小さい子どもたちはパークレンジャーの方々の

傍でカブトムシの幼虫と交流を深めていました。こ

こでの滞在時間を１時間と定めていましたが気温に

も恵まれ適切な判断だったと思います。 

全員でいつもの記念撮影のあと、定刻（12；45）

車椅子の点検を終えて一台、また一台と麓をめざし

出発、全車が予定時刻に余裕をもって帰着し、全員

の安全を確認できました。 

今年の特徴として、一つは、ボランティアの多く

の方々は毎年ご参加の方々でしたが、初めてご参加

の中には外国人の方も数名おられて国際色豊かな交

流が展開されたこと、車椅子参加者として地域から

の応募が二台に増えたことやリハビリウォークにチ

ャレンジする参加者があったこと、ビッグデレゲイ

ションでご参加くださったザ・リッツ・カールトン

社及びブルガリ社から素敵なクッキーやシュークリ

ームを皆さんにご用意くださったことやお楽しみ抽

選会の賞品などのご提供でうれしいサプライズがあ

ったこと、携帯圏外のコースで情報交信にあたられ

た加美（無線）クラブさんのお働きで迅速なバック

アップ体制がとれたことや予定通りの時間管理がで

きたこと、パークレンジャー隊の手作り「自然教室」

は根強い人気があり、年々グレードアップされてい

ること、お弁当に関しては、高齢者の方の完食度が

高かったことなどです。また、意岐部中学校の三浦

先生は、「生徒会の役員

で参加しましたが、来年

は野球部など体育会系

の生徒を是非とも参加

させたい」と、感動され

てご挨拶くださいまし

た。初めて京都部から人見晃弘ワイズ（京都パレス）

が参加くださったことは一筋の光としてトピックで

した。  

大阪河内クラブは、このプログラムを「４月定例

会と位置づけする」と、年度計画の段階で決定して

いました。例会としての必須事項は何なのか、どの

ような形式にすればいいのか、雨のことも考えなけ

ればなりません。前例がない中で戸惑うばかりでし

た。 

最終的に、登山プログラムを第一部とし、サンホ

ームに帰着後、第二部として通常通りの形式をとる

ことにしました。全日的な４月例会になりましたが、

疲労困憊された中でも最後のＹＭＣＡソングを歌う

まで襟を正された姿勢に敬意を表します。尚、今回

のプログラムに使用するためにＣＳ事業資金（申請

中）を視野に入れ購入した「ハンドタイプメガホン」

２台は、第二例会の席上で活動の基盤としている大

阪東ＹＭＣＡに贈呈させていただきました。 

今回の登山計画には１月から４回の実行委員会を

実施いたしました。準備にあたってくださったサン

ホームスタッフの皆さんをはじめ、ご協力下さいま

した企業・諸団体のみなさま、ご参加くださいまし

た全ての方々に心より

感謝いたします。また

来年にお会いできます

ことを今から楽しみに

いたしております。 

 



大阪河内ワイズメンズクラブ
   車 椅 子 登 山 ア ル 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ほら！幼虫、持てるよ     リッツ・カールトン

 

            
 

ワタシハ スイス人です。   

望月さんに声をかけて頂きました。 
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 バ ム 
                        ここちよい風と笑顔がすべてを

 

 うさぎの耳

 

 

山も、木々も、風も、虫

を浴びてフアンファーレを

掲げて行く・・・・・ 

 

 

リッツ・カールトン パリマル氏   “こちら加美無線クラブベース

            さぁ 最後まで元気出して歩こう 

５月報 

がすべてを語ってくれています 

耳・・森の声が聞こえる 

虫も、落ち葉までもがその陽光

びてフアンファーレを合奏してくれる中のぼりを 

 

クラブベース基地 増石です”  
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例 会 報 告・補 遺  田中惟介 

 センターハウス前で解散後 東 YMCA に帰った

のは３時前。１階ロビーで評価会がありその間、実

行委員以外は６階で待機。メネットさんは一泊旅行

の企画や折り鶴の打ち合わせをし、いささかお疲れ

のご老体は体操マットで午睡などして過ごした。 

 ４時、丸尾 Y’s の司会で（例会の）第２部が始ま

った。ひと言づつ今日の感想を述べ終わったところ

で点鐘は？の声。（実行委員長の大役でかなりお疲れか？）  

 改めて点鐘。 

すっかり日焼けした会長はお天

気に恵まれ無事終わったことに

感謝とお礼を述べられようやく

いつもの例会らしい軌道に乗っ

た。 

 

 今回のプログラムの為に購入したメガホンが会長

と副会長の手から東 YMCA 箕浦館長と杉村施設長

に贈呈された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月の誕生祝いは丸尾初子さんと伊藤圭介君（玲子

メネットが代理）に、結婚祝いは杉村、畠平夫妻に贈ら

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 YMCA の歌を斉唱 

     正野副会長の閉会点鐘で 

       長い長い例会は閉会した 

 

 （ちなみに本日の歩数は １３，２９０歩でした。） 

 

 

 

にこにこ みたいなもの 献金はありません 

（点鐘前の ひと言感想です） 

新本 新緑が印象深かったです。 

望月 自社から多数参加してくれました。中山さん

が往復完歩されとても喜んでくれたこととアンドレ

ア君がフレンドリーに皆と交流してくれたことがワ

イズらしい国際感があってよかった。 

田中 らくらく登山で頭がクラクラ・・いささか疲

れました。 

山口（サウス）私の関わった人は車椅子に乗らず歩か

れました。どんどん抜かれて、もう少し余裕を持っ

て進行したら良いのかな？と感じました。 

人見（京都パレス）地域・団体を巻き込んだ行事に感

動しました。中学生や子供たちの参加は素晴らしい

教育効果があると思いました。 

杉村 実行委員や皆さんのおかげでスムースに終え

られ感謝します。 

丸尾メネ 山には上らなかったけれど東Ｙで準備を

していました。 

初田メネ 私も丸尾さんと準備。随分おしゃべりが

出来ました。 

望月メネ 暑いくらいのよいお天気で、皆さん完歩

でき、よかった。 

藤井 参加者数を確認しました。117 名でした。今

年はサンホームのスタッフがとっても良く働いて下

さってほんとうに助かりました。 

新本メネ 有り難うございました。疲れましたが楽

しかったです。 

中野メネ 手伝うことより、完歩出来たことが良か

った。 

伊藤メネ 中野さんといっしょ・・ひもを引っ張っ

ただけです。参加者にわが身の行く末を見た。デン

マークやスイスの方たちがいて交流も楽しかったし、

青葉・若葉がみごとで楽しかった。 

佐古 管理人が妻を見てくれることになって、急に

参加する事が出来ました。 

横田 この企画でサンホームの新人を育てていると

聞いて心強かったです。 

正野 快晴で、自分の担当の時の事を思い出して心

が痛い・・・・・ 

丸尾 新年合同からアピールを始め 評議会やＹ・

Ｙフォーラムでもアピールしたのですが阪和部 Y’s 

の反応がもっとあるようにする方法を考えたい。 

 

 

 

 

 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ５月報 

―５― 

阪和部Ｙ・Ｙフォーラム報告     報告 畠平剛志 

4 月 12 日土曜日、南 YMCA ライブラリーにて阪和部 YY フォーラムが実施されました。 
今回のテーマは「YMCA とワイズの相互理解を深めよう」”より強い協力関係を築く再スタート”でした。 
飯沼部長の開会点鐘、末岡大阪 YMCA 総主事と正野 Y サ・ユース事業就任の挨拶に続き、和歌山 YMCA の

小川氏、大阪南 YMCA の内山氏、奈良クラブの内田メン、サウスクラブの鈴木メンの発題がありました。 
テーマ「再スタート」に示すように、現状 YMCA とワイズの「強い協力関係」は無くなっているのではない

か？お互いにもっとコミュニケーションが必要では？という発題が印象に残りました。 
その後は分団でのディスカッションがあり、これにつきましては後に分団ごとにまとめられるとのことです。 

      

《取材・感想》                     田中惟介 

 南ＹＭＣＡリーダー９名を含む約５０名がフォーラムに集まった。私は、Ｙと Y's に共通する課題は会員減

少にあると従来から思い、発言してきた経緯から「今」を知りたくて会場を訪れた。  

レジメと添付資料を見たその時から  “・・・・・・・・・”と 瞑目する他なかった。訳は後述する。 

 

YMCA から２人、ワイズから２人の発題があった。 

大阪南 Y 阪和部連絡主事の内山雅文氏のそれは切り出しから興味深いものだっ

た。「ワイズとＹの関係は？」 

① 方思い？ ② 相思相愛？ ③ 愛の欠乏状態？ と会場に問いかけ目を閉

じて挙手してください・・・ 

③が圧倒的多数だったそうだ。そしてそれが予想通りだったとコメントされた。 

予想通りと言うのがワイズの側の状態なのか YMCA の側の状態なのか私には

判断できなかった。私はむしろ ①で、満たされないフラストレーションがワイ

ズの中にあるように感じていた。さにあらず だったのか。ふーむ。 

私がワイズに入会した頃、Y と Y’s は車の両輪だとよく聞かされた。今回、ワイズメンズクラブと YMCA は 

愛 （ LOVE ） あ る 響 同 体 で あ る と 定 義 し  L=Listen  

O=Open  V=Voice  E=Enjoy 良く聞き、心を開き発言

し、楽しむことと解説された。 

これで紗幕のように心をおおっている鍵を解き、晴れやかな

関係を築けるのだろう。 

 まとめとして、これからの活動は Y’s メンの豊かで多種多

様な社会経験・知識と各 YMCA での地域課題の掘り起こし

を結合し Action を起こそうと提言された。 

 

 さて、ワイズの提言である。 
冒頭に述べた添付資料には国際憲法とガイドライン並びに西日本区定款の第１条、第２条が拡大コピーされ綴じら

れてあった。（引用箇所の内容はロースター参照）そして、国際憲法の第２条第３項Ａ.「まず第一に YMCA のサービ

スクラブとして活動する」 第二条第一項.「YMCA に対する忠誠心を共にしつつ」と西日本区定款第二条第二項 

「誠心誠意 YMCA と協働し」第三項 A「奉仕活動を通じて YMCA の活動を支援する」の部分に二重線が書き加

えられてあった。 

 敢えて今、この部分を強調しなければならないと思われているのか？ 護憲論者に似た緊迫感がワイズの日

常に常在しているとは思わないのだが・・・・あるのはむしろ会員減少に対するものだと感じている。 

 Y・Y フォーラムとは こう言うものだと教条主義的な思考を繰り返していてはならないとも私は考える。 

発題を聞いただけで中座した私は思考停止だと指摘されるかもしれない。分団討議された結果報告が待たれる。 

それを拝見した上で、さらに議論・思考を深めたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メネットの皆様五月の連休如何お過ごしでしたでしょうか？ 

いよいよ折り鶴を仕上げてお渡しする五月です。例会の前、4；00 頃から 

糸で仕上げていきたいと思いますので、折られた鶴を全てお持ち下さい。 

 6 月 8（日）～9（月） 

 メネットの皆様小豆島へでかけませんか！ 

電車、船、を乗り継いで自分達で気ままにそしてゆったり観光タクシーで回ったり オリーブオイルに興

味を示したり、楽しい思い出づくりをしませんか。行きたい場所を出しあってコースをきめたいと思って

います。ご参加よろしくおまちしています。             メネット会長 中野涌子 

 



大阪河内ワイズメンズクラブ

      

 

 

サンホームでは地域の高齢者の方に

「スイすい倶楽部」は、2010 年に

日、15 名程度で第二寝屋川沿いを

ストック押し出すように歩くと、

ＹＭＣＡがたくさんの人が集う場になるように

す！ 

 

  

東ＹＭＣＡリーダー説明会が、4

に合わせて、リーダーが各大学でリーダー

ダー希望の大学生が集まりました。

動に興味を持ち、希望と夢を持った

の元メンバーもいらっしゃり、YMCA

さを感じました。説明会に来た大学生

ます。新たな門を叩いた青年にこれまでと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>  写真は説明会でリーダー

   

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１４年 ５

     ―６― 

          杉村 

に、たくさんのプログラムをご用意しています。

に結成し、今年で 5 年目。運営は参加者自らがされており

いを元気に歩いておられます。 

、背筋が伸び、歩幅も大きくなって、筋力維持や

になるように、これからも地域ニーズを捉えたプログラムを

 

東ＹＭＣＡ

 
「新入リーダー説明会」 

4／12（土）・26（土）に行われました。毎年

でリーダー募集のちらしを配ります。今年は 2 回の

。地方からこの春大阪に来た方や東大阪市など地元

った若者が YMCA の門を叩きました。中には、福岡

YMCA の広がりと各地域での育みが形となって繋

大学生は、クラス体験をし、それからリーダーとしての

にこれまでと同じような励ましとお支えをお願いいたします

でリーダー活動の素晴らしさを熱く語るキャスリーダーです

５月報 

 徹 連絡主事 記 

。 

らがされており、毎週水曜

や向上にイイんです！ 

えたプログラムを展開しま

ＹＭＣＡ所長 箕浦史郎 記 

毎年 4 月の大学入学の時期

の説明会で 13 名のリー

地元の方が YMCA の活

福岡 YMCA や滋賀 YMCA

繋がっていることに嬉し

それからリーダーとしての活動をスタートし

いいたします。 

るキャスリーダーです。 
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第３9 期 第 10 回役員会報告 

“選択と集中” 

西日本区強調月間 LT 

出席者  畠平・田中・望月・丸尾・宮本・正野 

     藤井・新本・佐古・杉村 

5 月例会 5 月 15 日（木） 

     卓話 山下草起氏 

  「米国の民族構成について」 

例会役割分担 

司会  正野忠之君  食事手配  宮本桂子君 

聖句朗読・食前感謝   新本英二君   

にこにこ 当日指名    

受付・CD 操作   望月＆藤井会計 

6 月号ブリテン原稿 

5 月例会報告   中野義彦君  

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      畠平剛志会長  

原稿締め切りは 5 月 23 日です 

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, ロースターの校正・発注の件 再確認 

3, クラブ研修会報告 参加者数１６名  

収支報告がなされた 

4,区大会登録手続きの確認  ７名の出席予定。 

5,紀の川クラブ祝会  

登録料は当日会場にてクラブ単位で支払う 

 

《審議事項》 

1. らくらく車椅子登山 （丸尾） 

第４回実行委員会のまとめ（資料）に沿っ

て 

説明された。 

  ① 当日スケジュール 

  ② 天候による実施判断 

  ③ 通常例会部分説明・登山中止の場合の例会 

  ④ リッツのスマイルケーキ予約について 

  ⑤ その他 

2, 5 月例会（新本）役割分担は上記の通り 

3,６月例会 ワールドカフェ・評価、計画 

4, クラブ活性化 PT  継続 

５. 次期以降の体制について 継続 

6. その他    

  ① NPO 輪（宮本） 

６/２１の芸術鑑賞会応援依頼 

      部評議会と重複するため、例会等で 

アピールし協力を求める 

  ② 来期における物産販売（佐古） 

      今期と同数で交渉する 

③ ６月 5 日（木）17 時～19 時 

    第 2 例会を開催し次期について懇談 

    軽食提供する 

 

スイス旅行と壊れたメガネとアンドレアス 
                 望月 強 

毎日のように八重ノ里のＨＯＳスポーツクラブで

泳ぎ、そのあとサウナに入り体を温めています。 

１０人も入れば一杯になる小さなサウナです。そ

こに座っていると外国の人が私の横に座りました。

声をかけようか？英語に自信のない私にとっては勇

気のいる事です。意を決して語りかけました。笑顔

と英語が返ってきました。その日は挨拶程度でした

が、その後もＨＯＳのサウナで合うようになり、彼

がスイス人であることが分かりました。 

私にとってスイスでは特別な想いがあります。８

年前にスイスへツアーに出かけました。天気に恵ま

れハイキングで張り切りすぎたのか、ベッドに何気

なく置いたメガネに気づかず腰を掛けてしまいまし

た。レンズは無事でしたが、ツルが無残に曲がって

いました。ベルンの街のホテルでのことです。翌朝、

添乗員に頼んで、メガネ屋を探しに出かけました。

スイスで有名な熊行進の時計台

があります。その近くにメガネ

の看板がありました、狭い階段

があり、恐る恐る降りると明る

く広いメガネのショールームが

あり、その奥にガラス張りの大

きな作業場ありました。メガネ

を差しだし、若い青年に修理を

頼みました。店員は「あなたは

英語が話せますか」と聞きまし

た。メガネを直したい一心から

すかさず「イエス」と言ってしまいました。店員は

メガネを持って作業場に入ってしまい姿が見えませ

ん、１０分ぐらい待ったと思いますが、待つ身には

長く感じられました。店員はニコニコしながら、私

の顔にメガネを掛けてくれました。ピッタリです。

いくら請求されるかドキドキしていると、お金はい

らない、あなたはこれからはスイスを好きになって

くれと言いました。 

サウナで会う青年が日本を好きになってくれるよ

うにすれば、スイスでのメガネ修理への恩返しがで

きるような気がしました。何回か会ううちに我が家

に招待しました。そして今回、車椅子らくらく登山

に参加された彼がアンドレアス・レンファーです。

彼は既に日本通であり、日本が大好きな人です。 

良き友人として交流を深めたいと願っています 

 

  アンドレアスからお礼のメールがありました。 

    Dear Mochizuki-san, 
昨日ありがとうございました。YMCA のエベントと

ても楽しかった。 

I really appreciate that you took me to the YMCA 
event on Sunday, it was 
great fun and I met a lot of interesting people. 
Thank you again and I look forward to see you in 
the HOS sauna again soon 

Kind regards        Andreas 
 



Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi, Japan West May 2014 

―８ ― 

 

 

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 信一 広報事業主任 

 西日本区強調月間  LT 
LT の機会をすべての会員で共有しましょう。自身の学びをメンバーとの親睦とクラブ活性化につなげましょう。 

                   高瀬 稔彦 理事 

 

会員数（連絡主事を含む） １７名 ゲスト・ヴィジター出席数 ３名 にこにこ献金 

内 広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ６名 ４ 月分      ０円 

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 １名 今期累計１００，４８６円 

４ 月例会出席者数（会員） １１名 ４例会出席者総数 117 名  

メイクアップ １名 ４ 役員会出席者数 １０名  

４ 月の出席率  ８０％ ４ 月会員延べ出席者数 名  

HAPPY BIRTH DAY   5 月 
３日 正野 忠之君 

１４日 青野 剛暁君 

 

 

 WEDDING ANNIVERSARY 
１日 中野 義彦・涌子 夫妻 

 

  

５５月月－－６６月月のの予予定定  

55 月月  
  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 

66 月月  
  5 日（木）ブリテン印刷・発送・第２例会５時～ 

 １１日（水）BF 代表 阪和部歓迎会 

 １４～１５日 第１７回西日本区大会 岩国 

 １９日（木）役員会 サンホーム６階 

２１日（土）第４回評議会 

２６日（木）役員会  サンホーム６階 

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 強・藤井敬子 

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   TEL 06-6787-3733 
     大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/ 

Wind From Kawachi  前回「事業の企画を引き受けた時から様々な場面を想定する」と書いたが厳密

には「この様にしてみたい」と思い始めた時からあれこれと想像し、自ら提案する。オモロイやん。受けるかも。楽

しませよう。が動機である。普段からアンテナを張り、興味のある講演者や演奏家との出会いを持ち、使える時、所

を考えてもいる。だから、急場しのぎの、思いつきの、場当たり的な企画や催しは“もったいないことをするなぁ”

と思うだけではなく、 “もっと工夫すれば良いのに”と残念さがつきまとう。サービス精神があれば ほぼ、うま

く行くものです。ボランティア団体に所属する者にはサービス（奉仕）の気持ちは必須であると常に思っています。 

企画・創造する能力に差がある事は認めます。資質の問題でもあります。ですがこれは先天的なものではなく、普段

からの心がけで開花するものだと信じています。想像力、創造する努力で向上もするし何より脳の活性化に欠かせま

せん。与えられた機会を生かせないなんて“もったいない” と思いませんか？ 

企画する者が重視する点は何か？ 緻密な計画とおおらかな進行である。本番中ピリピリしていては能力を発揮でき

ないし参加者もなごまない。笑顔が大切であるのは主客、双方に有ると思います。（ほら、笑顔が免疫力を高めると

言う説からしても良い機会でしょう？） 

得意な分野で能力を発揮する事も良い。それぞれがリスペクトしあえば良いのです。 

前回「がっかりさせられる」と書いた事の結論です。このように熟考して作り上げた企画なのですからコンダクターの

指揮棒を信じ協力して欲しい。どんな企画でも完成図に基づいて進めているのに途中でひっくり返すようなことはし

てはいけません。あなたの思いと違っていればこの次にあなたの思う企画を出せば良いのです。切磋琢磨して、世人

をしてさすがと思わせる発信するクラブとなりましょう。 

  
２回に渡って書いたことが分っているさ、と思われた方が居るかも知れない。だとすれば余計な事であったわけで紙

面の無駄遣いをお詫びしなければならない。最終回に続く。              編集子 田中 




