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２０１４〜２０１５年度【主
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
スローガン
“Do it Now”今すぐやろう！
クラブ主題
阪和部主題
西日本区主題

【今月の聖句】

!

ローマの信徒への手紙

12章10節

（選・解説

９月４日発行
正野 忠之 会長
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

岩坂正雄）

「兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れた者と思いなさい」
ー自分の思いを先行せず、相手の気持に聴くことを心がけるのが人間関係の基本ですー

巻頭言

ワイズのモットー

!

横田憲子

私たちの日常生活で突然、災害や事故が我身に降りかかった時、自分
の子供の将来や大切な人たちを守るための権利を主張するため、強い
覚悟をもって裁判を起こされる方がおられるでしょう。この法律上の
権利は数限りなくありますが、ワイズによく出てくる「強い義務感を
もとう、義務はすべての権利に伴う」の式文の中の権利と共にある義
務を思い、私自身がこの意味が分かっていないことを知り「ワイズ読
本」を出すと、ポールアレキサンダ―が1922年のワイズ国際憲法草案
作成からあるモットーなのだと記載されていた。

!

ボランティアクラブとしてどのようにして権利と義務を受け入れよう
としているのか、「自分の自由を大切にするのと同様に、隣の人の自由を認め守る、すなわち自分の自由を
自発的にコントロールできるようにするところに発生する。」という。
私たちは何かと衝突してしまうが、自分と隣の人の自由を制御するところに「権利と義務」の関係が成り立
ち始めると鈴木功男さんが(東京山手クラブ)「ワイズ読本」に書いておられる。法律で守られるべき人の主
張を通す強い意志も、ワイズとしての奉仕の心が隣の人の権利を大切に継続して活動していく意志が必要と
いう。それにはワイズの運営には「話し合い・会議・協議」で決めながら進めていく形が理想なのだという
こと。現実には理想に向かおうと思っていても会議も制御も私には難しいなと感じた次第です。

!

大阪河内ワイズメンズクラブ
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８月例会「納涼例会」報告：畠平剛志

日時：２０１４年８月21日（木）１８：３０〜２
１：００
場所：東ＹＭＣＡ
出席者：出席者 28名（敬称略、順不同)
メ ン 新本・佐古・丸尾・望月・畠平・杉村・藤
井・ 正野・宮本 ・横田・青野
メネット 望月・新本・丸尾・大薮
コメット 丸尾

8月例会は猛暑を吹き飛ばす！納涼例会として、13
名のビジターをお迎えして華やかに実施されまし
た。

!

ビジター
（中西部）大阪クラブ 清水佐智子、大阪土佐堀
クラブ 灰谷隅夫、奥田時夫、丹吾礼、大阪なか
のしまクラブ 今井利子、
（六甲部） 宝塚クラブ 石田由美子、福田宏子、
三品ミチコ、
（阪和部）大阪サウスクラブ 松岡虔一、和歌山
紀ノ川クラブ 坂本智、榎本美保子、野崎登美

また、河内のワイズ
メンであり府会議員
でもある青野さんに
メンバースピーチと
して「今、大阪を考
える」の演題で講演
を行っていただきま
した。

!

この例会ではオークションも実施され、売上は
21800円でした。

!

大阪河内ワイズメンズクラブ
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8月役員会報告

!

報告：横田憲子

日 時:2014年8月28日7時~8時30分
出席者:畠平・宮本・正野・横田
1、9月例会 9月18日(木) 担当・・・横田
2、10月ブリテン 締切9月26日
9月例会・・・丸尾 司会・・・望月 ニコニコ
献金・・当日
サンホーム・・杉村 Yニュース・・箕浦 聖句朗
読・食前感謝・・・岩坂
3、10月例会 10月16日(木) 担当・・・・望月
4、審議協議事項
1＞ 8月例会を振り返って
・ 納涼例会のハガキ案内は内外とも好評であっ
た。
・ 青野さんのメンバーズピーチは聴きよい話し方
と改めて大阪を知る機会となる。
・ ただし、ゲストより河内クラブのメンバーが数
少ないことに「どうして」と指摘があった。
メンバーの欠席が目立つ現状は改善すべきとの意
見で一致。今後以下のような出欠連絡網を徹底す
る。
例会の出欠連絡(欠席だけでなく出席の場合も)を以
前実施したような形で進めていくことに決定した。
会員のコミュケーションを図るため、各自が出欠
を所属する事業委員会の委員長に連絡し、連絡が
ない時は委員長が会員に連絡し出欠を確認する。
次に委員長は書記の横田に連絡する。
2＞ ジャガイモファンド
担当:国際・交流事業委員会
・チラシ配布準備・価格・注文数は昨年同様
・10月25日[土]搬入
3 ＞大阪YMCAチャリティーラン
担当:Yサ・ユース事業委員会
・ 8月30日 東YMCAのチャリティーラン打ち合わ
せ予定 正野会長出席
ウエルネス・サンホーム・ワイズの交流できる場
として検討する。
・今年度は会場が長居公園に変更・チーム 3万円
の登録費用に変わる。
4 ＞入会予定者について
正野
箕浦史郎さん 10月例会にて入会予定される。本
人の了解を得た。
5＞ 河内クラブ40周年
クラブチャーターメンバーの意見を伺うこととする
開催場所はホテルがよいのではという意見。
6 ＞「安全の日」のクラブについて

以前よりクラブから献金していたので、今期もする
ことに。
7＞災害地である丹波地域でボランティア活動され
た畠平さんより状況報告。
広島の災害についてYMCA同盟より要請があれば
クラブとして援助してはどうかの提案があり、全
員一致で承認する。
5、報告事項
納涼例会オークション収益
収益金は21,800円で ブリテンには献品者・金額な
どの報告は記載しない。

緊急メール役員会報告

役員会後に広島ＹＭＣＡから募金要請があり、役
員で協議の結果、５万円を緊急で募金し、継続し
て検討する。

!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

クラブメンバーの皆さんへ
会長・正野忠之

!

畠平会長からバトンを受けまして2か月が
経ちました。7月キックオフ、8月納涼例
会は多くのビジターに支えられ、賑やかな
ひとときを持つことができました。準備に
ご尽力いただきました皆さんに感謝申し上
げます。
さて、そんな2回の例会で、気になります
のは欠席メンバーの多さでした。残念なが
ら連絡のない欠席もあります。横田さんが
巻頭言に書かれていますワイズメンとして
のモットー「強い義務感をもとう、義務は
すべての権利に伴う」をここでもう一度考
えたいと思います。ワイズメンズクラブの
会員として、例会出席は義務です。そのこ
とを再確認するために、8月の役員会で、
過去に使用した流れを出欠連絡網として使
うことにしました。ご協力ください。

!

システムが機能しても、欠席が多いと意味
がありません。来年の40周年へ向けて、
クラブメンバー全員に出席を意識していた
だきますよう、強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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YMCAニュース

夏期プログラムのご報告

サンホームニュース

箕浦史郎

!

この夏も皆様のお見守りのもと、多くの夏期プロ
グラムが行われました。そして延べ約60名のリー
ダーが子どもたちと一緒に熱い夏を過ごしまし
た。今年度は集中豪雨や台風により、日程やプロ
グラムの変更などいつもに増して、忙しい夏となり
ましたが、リーダーたちは様々な変化に一つ一つ
丁寧にまた迅速に対応し、大きな事故なくプログ
ラムを終えることができしました。皆様にご心配
いただきました阿南海洋センターでのキャンプも
日程変更をし、子どもたちと一緒に活動できまし
たことを感謝いたします。自然の力に抗うのではな
く、自然とともに一人ひとりの知恵と心で野外活
動を行なうという大切な学びを改めて感じた夏で
した。リーダーたちはチャリティーランに向けて
準備を進めています。チャリティーランの意味を考
え、自分たちで行動することを今年の目標として
います。
Y'sメンの皆様のご協力、ご支援、ご声援をお願い
いたします。

杉村徹

8月24日（日）に、特養夏祭りが開催されまし
た。
今年は、2つの高校から、合わせて20名ほどのボ
ランティアがありました。一つは東大阪敬愛高校
の吹奏楽部の学生たちです。4月から吹奏楽を始め
た学生もいるそうですが、とても上手で迫力満点
の演奏でした。北島三郎「祭り」に合わせてスタ
ッフ手作りの神輿が舞い、また、「花は咲く」を
参加者みんなで歌いました。もう一つは大阪市立
淀商業高校の学生たちです。ミルクせんべいや的
当てなどのコーナーを担当し、さらに、吹奏楽に
合わせて振り付けや踊りを披露してくれました。
若い力と心が、サンホームと入居者・ご家族を
包み、笑顔が絶えない一日となりました。

!

〜お知らせ〜
9月28日（日）10：00〜13：00
「サンホーム大掃除デイ」を開催します。ぜひ皆様
のご参加をお願いいたします。
ご参加いただける方は、杉村までご連絡くださ
い。（Tel:06-6787-3733）

子 ど も の 笑 顔 が 溢 れ 、 阿 南 は 元 気です!!

!
!

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★
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
Menettes★
各クラブでメンがメネットの参加を促せる例会
の企画を！
メネットは是非例会に参加し、ワイズの醍醐味を
味わって下さい！ 西村寛子・メネット事業主任
★編集後記

!

!

（畠平剛志）

８月２４日は高校生の息子（16歳）を連れて、そ
して３１日は東YMCAのムックリーダーとひとん
リーダー（共に19歳）と共に、丹波豪雨災害ボラ
ンティアに行ってまいりました。
彼らにとっても、無慈悲な自然の脅威を目の当た
りにし、色々と考える機会になったでしょう。
そして、連れて行った私にとっても「こんなに若い
子らが、見ず知らずの人のために汗を流して頑張っ
ているんだ」と「勇気と元気をもらった」ように
思います。彼らに限らず、若いボランティアの姿を
見る度に私には「君たちが主役の未来はきっと明
るいと思えるよ。ありがとう、辛い現実を前に明
るい未来を見せてくれて、ありがとう。」と、そう
思えました。
それはお年寄り世帯であまりにもひどい被害を前
に悲しい気持ちでいる、被災された方々にとって
も同じだと思います。
ありがとう、ひとんリーダー、ムックリーダー。
今年は福知山、丹波、そして広島と、今年8月は多
くの地方を豪雨災害が日本を襲いました。
ボランティアに行く、お金を出す、現地に声援を送
る、そして忘れず気にかける、出来る事を出来る人
が出来る限り続けて支援していくことが重要かと
思います。
先日の役員会後、持ち回り役員会にて広島豪雨災
害に対してクラブより5万円の支援金を支出するこ
とが決定されました。
また11月には阪和部での東北ツアーも計画されて
います。
「出来る事を出来る人が出来る限り続けて支援」
していきましょう！

!

最後に、紙面をお借りして、右に丹波災害ボランティ
ア参加した個人的感想をご報告致します。

!

大阪河内ワイズメンズクラブ

8月24日、家屋の泥出しボランティア。
福知山はポンプ故障による水害が主でしたが、（人
的被害がほとんど無かったため報道が余りありま
せんでしたが）丹波は深部山林崩壊による土石流
と、広島同様の土砂災害が多く、復旧まで時間が
かかるように思えます。

8月31日、この日も家屋の泥出しボランティア。
見る限り「先週からあまり変わってないやん」と
思えますが、我々ボランティアは「人手が必要な
ところ」に投入されるので、「先週入ったところ
はもうボランティアの必要がないほど良くなって、
今週はまだ大変なところに入っただけで復興は進
んでいるんだ！きっと！」と思うことにしました。
「毎日ボランティアに入っている」という方の中
にはピリピリと苛立って、社協の人に噛み付いて
いる方もおられましたが、こういう時こそ自分の
力を過信せず、「自分が入っても入らなくても大し
て変わらない、でもまぁ俺がやりたいから来てる
ねん、どうせ暇やし」ぐらいのお気楽な気持ちで
行ったほうが、支援する側もされる側も気兼ねせ
ずに続けられるように思えました。
気負わず「出来る事を出来る人が出来る限り続け
て支援」が良いかと思います！
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９月〜１０月の予定
９月４日（木）第２例会（ブリテン印刷） サンホーム６階 1400~1500
９月６日（土）六甲部会 関西学園会館 1030~1400
９月１３日（土）阪和部会 和歌山YMCA 1200~1500
９月１４日（日）京都部会 ANAクラウンプラザホテル京都 1700~
９月１８日（木）第一例会 サンホーム６階 1830~2030
９月２０日（土）中西部会 大阪キャッスルホテル 1500~1900
９月２５日（木）役員会 サンホーム６階 1900~2030
１０月２日（木）第２例会（ブリテン印刷） サンホーム6階
１０月１６日（木）第一例会 サンホーム６階 1830~2030（予定）
１０月２３日（木）役員会 サンホーム６階 1900~2030
会員数（連絡主事を含む）
内

１７名 ゲスト・ヴィジター出席数

1２名

２名 メネット・コメット出席数

５名

１名 功労会員・広義会員出席数

０名 今期累計28,426円

広義会員・功労会員数

特別メネット

11名 ７月例会出席者総数

8月例会出席者数（会員）

8月の出席率

73％

７月会員延べ出席者数

1８名 増石様：80円切手20枚
HAPPY BIRTH DAY
１日 畠平 明子さん
３日 杉村 徹君
１３日 岩坂 千種さん
２０日 田中加代子さん
３０日 新本 英二君

望月 強君

開会点鐘

ワイズソング
会長の時間

正野会長
正野会長

岩坂正雄君

食前感謝

岩坂正雄君

ゲスト・ビジター
食事

９月

!

一同

聖句朗読

実施せず

7名 当月寄付

９月例会 Menettes
大阪YMCAチャリティーラン例会
9月19日(木)18:30~20:30
司会

８月分

1１名 オークション売上21,800円

0名 ７月役員会出席者数

メイクアップ

にこにこ献金

WEDDING ANNIVERSARY
今月は該当者がおられません

正野会長

「東YMCAのウエルネスリーダー・サンホームスタッフ・

河内ワイズが繋がってチャリティーランに参加しよう。」
結婚・誕生祝

豪雨災害支援募金

YMCAの歌
閉会点鐘

!

正野会長

一同

横田副会長

会 長:正野忠之

第４０期

副会長:横田憲子
メネット会

ク

ラ

!

ブ

納涼例会より
役

員

書 記:丸尾欽造・横田憲子

直前会長:畠平剛志

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

!
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