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題】
『ＦＵＴＵＲＥ ＣＯＤＥ 未来への鍵−１人ひとりの役割を見つけようー』
「共にひとつの”わ”になって！！」Letʼs groe into a circle of harm oney!!
「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other
こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに
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 “Talk Less,Do More” 言葉より行動を
クラブ主題
阪和部主題
西日本区主題
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三木 求 部長
松本 武彦 理事
岡野 泰和

地域会長

IP Isaac Palathinkal

国際会長

【今月の聖句】 ルカによる福音書15章4節
（選・解説 岩坂正雄）
「100匹の羊のうち、その一匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで
探し回らないだろうか」
ーYMCA安全の日。1976年7月18日、東YMCAの野外活動で発生した水死事故の痛みを忘れてはなりませ
ん。生命の尊厳は、一人ひとりを大切にする心から生まれますー

巻頭言

!

第40期の会長として

正野忠之

12年ぶりに大阪河内クラブの会長を務めさせていただくことになりました。最初の会
長は44歳の時です。任を終えるとき、今は天国におられる初田稔さんがわざわざ切り
絵を作っていただき、額に入れてくださいました。今も我が家の玄関を飾る家宝です。
あの頃はワイズメンとなってまだ3,4年だったと思います。不慣れな私を思い、事務作
業のほとんどを書記として初田さんにしていただいた記憶があります。あれから主査を
4度、阪和部長、事業主任を務めさせていただき、少しは経験を積むことができたでしょ
うか。ずいぶん長い間、我が家を離れていたように思います。まさに里帰りの気持ちです。放蕩息子だった
私を見守り支えていただいた河内クラブの皆さんへの恩返しができるよう、我が家のために尽くす1年であ
りたいと思います。
河内クラブは来秋、40周年を迎えます。そこに向かって線路を敷き、
その先へ走り続けていけるように努めますが、私だけでできるもので
はありません。今の河内クラブはメンバー一人ひとりが役割を見つけ、
力を合わせていかないと動力は尽きてしまいます。誰一人欠くことは
できないのです。経験を糧に全力投球します。亡き初田さんを想い、
邁進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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6月例会「ワールドカフェ」報告：畠平剛志
日時：２０１４年６月１９日（木）１８：３０〜
２１：００
場所：東ＹＭＣＡ
出席者：出席者 ２２名（敬称略、順不同)
メ ン 横田・畠平・新本・田中・藤井・望月・ 丸
尾・正野・中野・宮本 ・杉村
広義会員 岩坂
メネット 望月・初田・新本・中野・大薮・丸尾
ビジター なかのしまクラブ 今井利子、YMCA
箕浦史郎、尾崎友美、切通菜摘

!

ワールドカフェとは４人一テーブルで「カフェのよ
うな気楽な雰囲気で」一つの話題について語り合
う対話形式で、河内ワイズでは昨年の２月に続き、
２度目の実施となりました。
今回は「楽しい」をテーマにして実施致しました。
トーキングオブジェクト（今回は四万十川の石）
を持った人だけが話をして、残りの３人は黙ってそ
れを聞く、というルール、仕掛けがありましたが、
ついついいつもの雑談の癖が出て？誰かが話して
いる途中にさえぎって話し始めるということもし
ばしば見られました。これも話が白熱した証拠？！
でしょうか。たったの４人グループですが、なかな
か「黙って話を聞く」「黙っている相手に最後ま
で話をする」ことの難しさ、楽しさを実感いただ
けたのではないでしょうか。
ワールドカフェは結論を出すために行うものでは
ありません。それぞれが対話で得た気付きを今後
の「楽しさ」のために活用していただければ、と
思います。最後に、皆様の「気付き」をポストイッ
トに書いていただきましたものを、テキストに起
こしましたので、共有させていただきます。

★橘曙覧の「楽しきは、、、」を思い出しました。
聞いてもらえることの心地よさ 話せることの楽
しさetc このような時間をどれほど多く持てるか
が充実した行く末をもてる必要条件だろう Y
Tanaka
★「楽しい」ことについて語れば、それは「人の
輪の中」にのみ存在するものだ
鉄人28号
「悲しい」ことをいやしてくれるのは「人の心の輪」
に迎え入れられた時に軽くなる
★会長としてがんばるゾ（正）
★若者とふれあうのは楽しい！うれしい！（正）
★楽しいテーブルにつけて楽しい話を聞けて楽しかっ
た。はじめての経験でしたが、楽しい時間となり
ました。人のお話はきくものと思いました。明日
からも一日一楽を、ですごします。
★健康で楽しくすごす。ワイズはすばらしい。毎
日毎日を大切にしたい。感謝することばかりです
ね。
★楽しいことを主題として進行した。STEP２で楽
しいことの中に若者が入って来ることで年長者に
活が入ってきた。人生は健康第一と思う。

!

大阪河内ワイズメンズクラブ
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★あらためて健康である事、元気である事が大切
だという事を再確認できた時間。
★家族 成長 育まれること！！
★老いも 若きも POWER 夢 向上心
★ワイズにいるからこういう時間がもてていいと
思う
★楽しいこと あまり考えたことなかったが、話
し合えたかな？
★世代間交流の楽しさ！！！大切さ！！！
★今日は久しぶりに（３０年ぶり）お会いした方
と楽しくお話できる YMCAとY'sのつくり出す場
所の素晴らしさ
★よく笑うってことが楽しいにつながることの再
確認！ 笑い合える人間関係と環境に感謝！
★元気で仕事が出来る事、この様な私を使って下
さる宮本さんには、感謝の一言につきます。メネッ
ト旅行に行けた事は、ほんとうに楽しかったです。
ワイズというところは人を育ててくれます。健康第
一で頑張って行きます。
★楽しく凄すつの秘けつ。（１）先ず健康を心が
ける（２）学習して知識を増やす（３）感動する
こと（４）笑うこと（５）歩くこと
★楽しく感じる心は、ワイズでのプログラムに参
加して、仲間と笑いと緊張の体験からくるもので、
これからも活動するべしということだろうと。
★「楽しいこと」第一は何といっても「健康」
そのためにどんな計画をたてるか？考える 第２
は常に「学習」学ぶこと。覚えられなくても、忘
れてもいい。その場で「感動」をすること。 学
ぶことの中には「笑う」ことの大切さも学んだ。
身にあった「身体を動かす」こと。 おそくて
も、ぐずでも、自分にあった身体を動かすこと
★みなさんと色々話してたのしんだ。今日はメネッ
ト会の旅が楽しかった話を聞いて、行けなかった
が、写真をみて楽しい話、聞いて良かった。

大阪河内ワイズメンズクラブ

★楽しい事は一番に健康が大切で有る。二番に若
者と共に過ごす。Y'sは楽しいだらけです。三番に
一日良く歩き良く笑う。
★学び教えることが楽しみとなり喜びとなるので
わ。
★世代を越えた交流を活発にする
★自然に触れると心があたたかくなる。それ以上
に人はあたたかい。
★「喜び」は人の輪から生まれる！！「周りの人
を大切に」１０のうち、６は相手の方へ、４は自
分が受け取る

!
6月役員会
!

報告：丸尾欽造

日時：２０１４年６月２６日（木）１９：００〜
２１：００
場所：東ＹＭＣＡ
出席者：畠平剛志、正野忠之、横田憲子、丸尾欽
造、宮本桂子、藤井敬子、佐古至弘
７月例会
７月１７日 （木）
サンホーム
担当： 正野忠之
ゲスト：渡部與志夫氏（京都トップス）
司会：宮本桂子、聖句朗読：佐古至弘、食事手配
：横田憲子、食前感謝：佐古至弘、ニコニコ：丸
尾欽造＆メネット、受付：藤井敬子
８月ブリテン原稿
７月例会報告：畠平剛志、７月例会ニコニコテープ
起こし：丸尾欽造、役員会報告：横田憲子、Yニュー
ス：箕浦史郎、サンホームニュース：杉村徹、巻頭
言：伊藤圭介
審議事項
2013/2014期 仮決算報告
最終月の収支整理が未了のため本日の段階で提出
不可との報告があり、了承された。尚、５月末日
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残高をもって次期繰越金として仮計上の申し送り
をした。
２. 2014/2015期 クラブ役員・事業委員会等並
びに会長方針
クラブ運営体制について、正野忠之会長より原案
が提示され、審議の結果次の通り承認された。
会長・正野忠之、副会長・横田憲子、書記・丸尾
欽造・横田憲子、会計・藤井敬子、宮本桂子、直
前会長・畠平剛志、連絡主事・杉村徹、幹事・○
宮本桂子、大谷美佐子、望月 強、田中惟介、会
計監査・新本英二、Ｙサ・ユース・○中野義彦、杉
村徹、横田憲子、青野剛暁、地域奉仕・環境・○
宮本桂子、藤井敬子、新本英二、丸尾欽造、ＥＭ
Ｃ・○望月 強、田中惟介、畠平剛志、大谷美佐
子、国際・交流・○岩坂正雄、伊藤圭介、佐古至
弘、大藪芳教、メネット・未定、ブリテン ・○
畠平剛志、正野忠之、横田憲子 （○印は委員長）

!

チャリティーラン：Ｙサ・ユース、ロビー展：地域
奉仕・環境、らくらく車椅子登山：Ｙサ・ユース及
び地域奉仕・環境、ジャガイモファンド：国際・
交流、クラブ研修会・ＥＭＣ及びメネット会、納
涼例会：地域奉仕・環境及びＥＭＣ、クリスマス
例会：Ｙサ・ユース及び国際・交流、サンホーム関
連：国際・交流
巻頭言担当：７月正野忠之、８月伊藤圭介、９月
横田憲子、１０月望月 強、１１月丸尾欽造、１
２月岩坂正雄、１月正野忠之、２月畠平剛志、３
月メネット会、４月宮本桂子、５月田中惟介、６
月中野義彦
会長方針については、口頭で述べられた。尚、後
日正式な配布資料より報告する予定であり、主旨
を割愛する。
会長主題を次の通りとする旨、披露された。
ＦＵＴＵＲＥ ＣＯＤＥ 未来への鍵−１人ひと
りの役割を見つけようー
３. 2014/2015期 予算案
前期繰越金（5/31現在）を仮計上し、同額を次
年度へ繰り越すこととする前提で、年度内収支
同額とする予算案が提示され、承認された。尚、
繰越金は、最終決算の監査、承認を経て置き換
えることとする。 詳細は別紙にて配布。
４. その他
①ＩＣレコーダー（例会用）の購入を申請
異議なく承認された
②例会会場のマイク不備の整備申請
当面はＹＭＣＡ既存のもので機能するものを借
用する。

大阪河内ワイズメンズクラブ

報告事項
１、西日本区大会報告
①松本武彦氏（大阪西）が新理事として就任され
た。
②新本英二ワイズが奈良傳賞を授与された。
③次のクラブ表彰を受けた。
・（Ｙサ・ユース）献金優秀クラブ賞
・（ＥＭＣ）ノンドロップ賞
・（ＹＥＳ）献金達成賞
２. 阪和部第4回評議会及び新年度第1回報告
・第4回 評議会審
議事項ダイジェスト
ユースコンボケーショ
ン派遣者の減員によ
り、
支援金の支給予算が
￥50,000に修正、
承認された。
・第1回 評議会審議
事項ダイジェスト
阪和部役員・委員・各クラブ会長の確認がなされ、
承認された。
新しい委員会の設置として、「東北復興支援ツアー
委員会」、「阪和部報等企画委員会」及び「阪和
部ＥＭＣ１５０推進チーム」の設置が提案され、
設置される方向。年間計画案が提示され承認され
た。提示された予算案について、審議未了となり、
あらためて審議される。尚、部報に広告を掲載す
ることで年間348,000円の協賛収入が計上され、
チャリティランや東北復興応援事業等に充てられ
る。
３.
・ＥＭＣフォーラム
7月12日(土 )18：
00〜20：00
南ＹＭＣＡにて開催
以上
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西日本区年次代議員会
６月１４日

シンフォニア岩国 報告：畠平剛志

西日本区大会に先立ち、代
議員会がシンフォニア岩国
で実施され、全ての議案が
承認されました。
今回は理事に事故等があっ
た場合の規定が改正されま
したので、次回ロースター
にてご確認ください。また、アジア大会支援のた
めの拠出金について、次期における次期理事候補
として遠藤通寛ワイズ（大阪泉北）、次期におけ
る次次期理事候補として岩本悟ワイズ（熊本にし）
が承認されました。

!

西日本区大会
シンフォニア岩国

!

６月１４日〜１５日
報告：畠平剛志

2013〜2014年度の西日本区大会が山口県の岩国
で実施され、河内クラブからは新本メン、メネッ
ト、望月メン、メネット、横田メン、正野メン、そ
して私畠平の７名が参加致しました。
今回はコンサートホールとして使われるシンフォニ
ア岩国での開催という事もあり、音楽のすべてを
生演奏で行うという演出があり、とても華やかな
雰囲気の中で行われました。
今大会では当クラブの新本メンが長年のワイズ活
動を認められ、奈良傳賞を受賞されました。おめ
でとうございます！
また、正野メンはYサ・ユース主任として（ほぼ）
最後の仕事を全うされました。お疲れ様でした！
なお、２日目の表彰式で河内クラブは（Ｙサ・ユー
ス）献金優秀クラブ賞（ＥＭＣ）ノンドロップ賞
（ＹＥＳ）献金達成賞を受賞致しました。
また、１４日夜に行われた懇親会は錦帯橋のすぐ
横という抜群のロケーションで行われ、４つの会

大阪河内ワイズメンズクラブ

場をアトラクションをする方々が回られるという
「どさ回り形式」、そして地酒の蔵元の方々がロ
ビーで日本酒を提供するという「利き酒方式」と、
８００人を収容できる会場が無いということを逆
に生かした、工夫ある楽しい懇親会運営で参加者
を楽しませてくれました。
ロシアからのBF代表のタチアナさんも上機嫌で「サ
プライズ乾杯」（乾杯前の挨拶で「カンパーイ！」
しちゃった）を披露し、会場を沸かせていました。

!
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YMCAニュース

サンホームニュース7月号

箕浦史郎

!

「夏期プログラムの準備が進んでいます!」

!

夏がもうすぐそこまでやってきています!
今年の東YMCAの夏期プログラムテーマは「自
(Liberty)」です。
自然の中、仲間との協働生活の中で自分たちで考
え、選択、活動することを大切に行なっていきま
す。そのためのリーダートレーニングが
6/20(金)~22(日)にYMCA阿南国際海洋センターで
行なわれました。あいにく雨が降り、快適とは言
えない環境でしたが、その中で健康と安全そして
楽しさをどのように作り出すのかを考えながらト
レーニングを行ないました。以前に行なった全て
のプログラムがグループで相談、活動する無人島キ
ャンプに参加したメンバーがキャンプの最後に「自
由って楽しいけど自由って難しいなぁ」と話してい
ました。自分で作り出す楽しさ、難しさをボラン
ティアリーダーとともに一緒に感じ、活動するキャ
ンプが今年も展開されます。リーダーたちの活躍と
キャンプの成功をお祈りいただけますようお願いい
たします。

杉村徹

今年度、5名の新人が入職し、3か月が経過しまし
た。ようやく現場の業務にも慣れてきたようです。
それぞれに個性あふれる、笑顔の素敵な新人5名
は、介護実技の未経験者であり、さらにその内2名
は経営学部とスペイン語学部卒で、まったく介護
の知識や経験はありません。介護事業者の多く
は、介護系学部卒＝即戦力人材を求めることが多
いようです。しかし、ここはＹＭＣＡ。国際協力
やウエルネス、保育園や高等学校など、普通の？
社会福祉法人では経験できないフィールドが広がっ
ています。だからこそ、既成概念のない、真っ白な
心と体に、大切にしたいことや自分の思いに基づ
いた、ＹＭＣＡケアを書き込み、色づけてほしい
と願っています。

!

他クラブ訪問

畠平剛志

「大阪サウスクラブKickOﬀ」

!

７月１日（火）まさに今期スタートのその日、大
阪サウスクラブではキックオフ例会が行われ、三
木部長の司会下で新旧役員交代式が行われまし
た。
また、この日には島岡ワイズの入会式という二重
におめでたい例会となりました。

リーダートレーニングの一コマ

!
サンホームで救急救命講習
!
YMCA安全の日でもある今月、救急救命講習がサ
ンホームで実施されます。万一の時、どう行動すれ
ばより良いのか？この機会に学ばれてはいかがで
しょうか。
７月１８日 1830~2030
７月１９日 1000~1200
（編集部）

!

大阪河内ワイズメンズクラブ
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★西日本通年強調目標

PR★

EMCフォーラム７月１２日にご参加を！

各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。
加藤 信一 広報・情報委員長

!

★西日本区強調月間
Kick-oﬀ EMC-MC★
MはMenbership。手を挙げワイズソングを歌え
ば先輩、後輩関係なく、常に声を掛け合い親睦を
図り、より良い関係を築きましょう。Cは
Conservation。素晴らしいクラブ作りに向けて、
皆さんのワイズ力で未来予想図を描きましょう。
高河原正浩 EMC事業主任

EMCフォーラムのクラブ締め切りは６月末です
が、今からでもご参加お受けします！（畠平まで
連絡を！）阪和部最初の行事です！出来るだけ多
くの方の参加をお待ちしております。
なお、当行事は昨年まで「EMCシンポジウム」と
題して行われておりましたが、シンポジウムとフォ
ーラムはほぼ同じ意味である事と、語源がそれぞ
れシンポジウム＝饗宴、フォーラム＝討議場であ
ること、そして今回は懇親会を別に設けたことに
より、フォーラムと題させていただきました。
（阪和部EMC主査 畠平剛志）

2014阪和部
EMCフォーラム
ワイズメンズクラブ国際協会

!

日
場

第２報

阪和部ＥＭＣフォーラム・

時：2014年7月12日(土)18:00〜20:00
所：大阪南YMCA 2階

（食事なし）

参加費：無料

!

2014-2015年度西日本区EMC事業主任

河原正浩ワイズにご臨席いただき、

今後のEMCの方向性等のお話しをお聞きするとともに、阪和部内での真剣な取
り組みを議論しEMC実践の糸口を見出せればと考えています。

!

担当：阪和部EMC主査
問い合わせ･申し込み

畠平剛志・阪和部EMC150推進チーム寺岡博也

FAX０６ー７８７８ー６２６０

クラブ単位で6月末までにお願い致します。
プログラム予定：
河原主任主題講話
阪和部EMC１５０推進チームについて
（三木求部長、寺岡博也EMC推進チーム委員長）
直近入会者スポンサーに聞く
懇親会（有志による）：

天王寺ステーションビル４F

会費目安２５００円程度当日集金

大阪河内ワイズメンズクラブ

★編集後記 （畠平剛志）
先月、最後の会長職としての例会
時に、出席した皆様にメモ帳をお
配りいたしました。
何かを文字に落としこむという行
為は、インプットとアウトプット
を同時に行う行為であり、また、
それ自体が自分の考えの位置確認、
羅針盤になると私は信仰しており
ます。
文字に落とさない考え、思考、思
索、そして妄想はややもすれば同
じ考えが頭をまわるだけの「ちび
くろさんぼの虎」となってしまい
ます。地上最強の肉食獣も同じ場
所を回り続ければ、卑小な目標で
あるはずのちびくろさんぼにすら
届かず、ギーとなって溶け出すし
か無いのです。
日常的に考えを書き残し、これを
検討するという行為は、ある程度
の訓練、そして習慣化が必要であ
り肝要であると実感しております。
手軽に持ち歩ける小さなメモ帳が、
その一助になれば幸甚です。
LetʼsWrite!
とにかく書こう！
…というわけで、皆様の原稿、お
待ちしております！

!

EMCフォーラム終了後甘太郎天王寺店

０５０５７９８３３２０

!
!

和歌山クラブ

２０１４年3月例会

入会式 （阪和部HPより）

２０１４年７月報

これから１年間、ブリテン編集の
任につかせていただきますが、執
筆取材等ご協力よろしくお願い致
します！

7

7月〜8月の予定
7月3日（木） 第２例会・ブリテン印刷・発送
6日（日）和歌山紀ノ川クラブ創立30周年記念例会 グランヴィア和歌山
12日（土）1800〜2000 EMCフォーラム 南YMCA ２F
１７日（木）第１例会 サンホーム６階
２４日（木）役員会 サンホーム６階

会員数（連絡主事を含む）
内

１７名 ゲスト・ヴィジター出席数

4名

にこにこ献金

２名 メネット・コメット出席数

6名

6月分 実施せず

１名 功労会員・広義会員出席数

1名 今期累計１１６，１６６円

広義会員・功労会員数

特別メネット
6月例会出席者数（会員）

10名 ５月例会出席者総数

11名

1名 ５月役員会出席者数

7名

メイクアップ
６月の出席率

!

73％

18名

５月会員延べ出席者数

7月例会プログラム
Kick-oﬀ EMC-MC

メネット通信

!

中野メネット

メネットの皆様毎日お忙しいことと思

7月17日（木）18：30〜21：00
奈良傳賞例会

いますが、7月例会の前5時頃から、集
いたいと思います。

!

!

「佐古メネットさんの近況などについて」

司 会
宮本桂子君
開会点鐘
正野会長
ワイズソング
一
同
聖句朗読
佐古至弘君
役員交代式
三木求阪和部長
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
正野会長

HAPPY BIRTH DAY 7月
12日 初田真佐子さん
21日 新本力子さん
27日 横田憲子さん

食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談・インフォメーション
奈良傳賞お祝い
結婚・誕生祝い
正野会長
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘
横田副会長

!
!

第４０期
会 長:正野忠之

副会長:横田憲子
メネット会

ク

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・横田憲子

直前会長:畠平剛志

WEDDING ANNIVERSARY
今月は該当者がおられません

会 計:宮本桂子・藤井敬子

連絡主事:杉村

徹

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/

例会場・役員会場

：サンホーム

大阪河内ワイズメンズクラブ

東大阪市御厨南３−１−１８

２０１４年７月報
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