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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】

ヨハネによる福音書１５章５節

４月２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

（選・解説

国際会長

岩坂正雄）

「わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもそ
の人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ」
ーワイズの奉仕活動は、世界１２０カ国に広がるYMCAに連なる”ぶどうの枝”ですー

巻頭言

「還暦以上は口を出すな」を合言葉に

!

宮本桂子

先日、某テレビ番組で東日本大震災から４年を迎えるにあ
たり、震災により甚大な被害をうけた女川町の復興への取
り組みが取り上げられていました。
その中で女川町の復興が他の地域と比較して早く進んでい
る要因として、復興を若い世代に全面的に委ねている事を
上げていました。きっかけは、復興連絡協議会会長が自ら
「還暦以上は口を出すな！！ 」と号令をかけたことだそう
です。そして長老たちはサポート役を担われました。
若い世代の人達が長老たちに向かって言ったのではなく、
今まで町の実権を握ってきたであろう長老が発した号令により、若い人たちは、自分たちの手で
必ずやり遂げるという意志と、「任せてくれた方々の顔に泥を塗るわけにはいかない」という強
い使命感を持ったそうです。
私も還暦にあと１年しかありません。私が創設した事業を次世代へと継いで行ってもらえるよう
に３年前から色々な工夫をしてきましたが、なかなかうまくいかず、四苦八苦していたのが実情で
した。この番組を見た時から、「還暦以上は口出すな」を私と私を支えてくれた副代表の相言葉
にし、あらゆる場面で使うようにしたところ、突然に若い世代の職員が自ら動き出し見事に自立
し始めたのです。
人を育てるというのは、こういうことなんだなと実感している今日この頃です。

大阪河内ワイズメンズクラブ
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３月例会報告

丸尾欽造

出席者：メン１３名 新本英一 丸尾欽造 望月
強 横田憲子 中野義彦 畠平剛志 岩坂正雄
佐古至弘 藤井敬子 杉村徹 宮本桂子 箕浦史
郎 正野忠之
メネット７名 大藪暢子 初田眞佐子 望月治子
丸尾初子 中野涌子 伊藤玲子 新本力子
ゲスト７名 松岡虔一、林佑幸、夏代メネット、
濵田勉、林成子メネット、松本三枝子、今井初子

!

3月例会は「メネッ
ト例会」として２
７名のワイズメン
がご出席、グラバー
邸（グラバー家）
にまつわる秘話に
ついて学びの時と
なりました。講師は松岡虔一先生。19世紀、黒船
来航により鎖国から解き放たれた日本国・長崎の
地で英国人商人グラバー氏が公私にわたりどのよ
うに日本との接点を築かれたのか。また開国間の
ない日本にどのような影響を及ぼし、一家がどの
ような変遷を経てゆかれたのか。そして太平洋戦
争（第二次世界大戦）を機に、残された日本国籍
を有する子息の苦悩と悲劇に至る要因など、グラ
バー家と親交のある生き証人として具象的な場面
にも触れながらソフトな口調で語って下さいまし
た。歌劇「蝶々夫人」の背景に及ぶさわりの部分
も少し触れられましたが、次の機会をうながされ
る誘い水の様に受け止めました。

!
!
!
!
!

2014−2015年度

第10回役員会報告!
丸尾 欽造	


日時：

2015年3月26日(木)19：00〜20：30!

場所： 大阪東ＹＭＣＡサンホーム交流センター!
出席者：会長・正野忠之、書記・丸尾欽造、会
計・藤井敬子、会計及び地域奉仕委員長・
宮本桂子、直前会長・畠平剛志、望月
強、杉村徹、佐古至弘、 以上8名

!

《審議・協議事項》!
１．４月例会!
担当：宮本桂子!
「Boccia(ボッチャ)体験例会」 !
ゲスト：高田信之氏（ボッチャとは、ヨーロッパ
で生まれた重度脳性麻痺者もしくは四肢重
度機能障害者のために考案されたスポーツ
でパラリンピックの正式種目）!
1）例会日・4月16日(木)

!

2）司会者・畠平剛志 !
3）例会報告・畠平剛志 !
4）聖句朗読・新本英二 !
5）食前感謝・新本英二 !
6）食事担当・望月 強 !
7）ニコニコ・メネット !
8）写真・丸尾欽造、!
9）ボッチャ体験は、開会宣言、ワイズソングの後!
に実施する。!
２．５月ブリテン原稿担当者!
1）例会報告・畠平剛志 !
2）役員会報告・丸尾欽造 !
3）サンホームニュース・杉村 徹

!

4）ＹＭＣＡニュース・箕浦史郎

!

5）巻頭言・未定 !
6）ニコニコテープ

起こし：宮本桂子!

!
←写真
卒Yリーダーへ
佐古メンより
の贈り物

!
!
!
大阪河内ワイズメンズクラブ
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原稿締切日

4月26日!

３．第19回らくらく車椅子登山プログラム!
杉村徹実行委員長から次の通り経過報告がされ
た。外部関係団体のザ・リッツカールトン・大
阪、みどり公社、日本パークレンジャ協会、意岐
部中学校等への協力要請を終え、参加の承諾を得
た。ボランティアに関しての参加者数は現時点で未
確定。パークレンジャー協会は、登山道数か所で
スポット活動の計画及び昼食時のオカリナ演奏と

各部署担当：開会挨拶・杉村徹、駐車場整理・各
メンバー、昼食時司会進行・未定、親睦タイム・パ
ークレンジャー、ケータリング・藤井敬子、横田
憲子、 名札制作・望月

強、受付用机と椅子・望

月 強、評価会の茶菓準備・初田真佐子、丸尾初

歌を予定。リッツ・カールトン社から、瓢箪山駅

子。!
４．河内クラブ４０周年記念祝会について!
畠平剛志実行委員長から次の各項にわたり提案が
あり、協議の結果、名称の修正等を経て承認され
た。!

から迎車の要請を受けているとのこと。次回実行

1) 名称は「大阪河内ワイズメンズクラブ40周年記

委員会で検討課題とする。尚、3月26日現在、クラ

念祝会」とする。!

ブ関係の参加者数は20名。!

2)開催日時は、2015年11月8日(日)午後とする。時
刻については実行委員会で協議の上、役員会に提
案する。!

大阪河内ワイズメンズクラブ
40周年記念祝会

第一報
!

11月８日（日）

3）会場は、サンホームとする。!
4）第1報案内の素案を承認する。

!

５．アジアユースコンボケーションについて!
中野義彦Ｙサ・ユース委員長が欠席のため、正野忠
之会長 から概要の説明がなされ、次の通り承認さ

午後に開催予定！

れた。!

!

1）東Ｙボランティアリーダーへの参加要請を箕浦

!

史郎所長と検討中。現在1名予定。!

大阪河内ワイズの40周年
祝会を、河内ワイズに縁
の深い、東YMCAで実施
します。
皆様是非ご予定していた

だき、喜びを分かちあっ
て頂けるようお願いします。

!
東YMCA

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南3-1-18

2）登録費（￥27,000）については、区支援分
（￥15,000）と併せてクラブから残（￥12,000）
の支援を承認する。複数者がある場合も対応す
る。
!
６．西日本区代議員への提出議案ついて!
正野忠之会長から説明があり、議案の有無につい
て検討した。今回は提出議案は無しと確認した

!

７.ＹＭＣＡこさかディサービス開所お祝いについ
て

大阪河内ワイズメンズクラブ

!
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正野忠之会長から説明があり、協議の結果、鉢花

研修会

を贈ることで承認。尚、開所式は3月24日に挙行さ

「Andreas Renferさんのフォンデュを楽

れ、オープンは4月13日。!
《報告・連絡事項》!
１．クラブ研修会報告（チーズ・フォンデュ パー
ティ）!
望月強実行委員長から次の通り報告がなされた。!

感謝と感想の語録集!

しむ」!

1）当初定めていた主旨に沿ったものとなった。協
力に感謝する。!
2）収支はマイナスになった。（提出された報告書
では￥-1,761となっているが、実行委員長のドネー
ションにより軽減されていると思われる）!
3）参加者：ゲスト・アンドレアス・レンファー、
伊藤玲子、大藪暢子、初田真佐子、新本英二、杉
村徹、田中惟介、畠平剛志・明子、丸尾欽造・初
子、望月 強・治子、横田憲子

以上14名。!

!

▼畠平剛志：今までチーズフォンデュを食べていた
つもりでしたが、「にせもの」でした。パンだけ
ではなくいろんなものの素材の味がチーズから出て
くるものでした。是非、またよろしくお願いいた
します。!
▼杉村徹：初めてたべました。うまれて初めて。お
いしかった。パンが一番おいしかった。✚アンド
レアス：「チーズは本物です。私の子どもたちはパ
ンだけです。最近フルーツと他のものを食べます。!
▼田中惟介：グリエールの村の近くで止まったこ

２．次期における林祐幸阪和部長公式訪問は６月
例会!
次期への役員交代式に臨席される林祐幸阪和部部

とがあって、あそこのソフトクリームが美味しか
った。牛乳の美味しかったところはみな美味しい
ですね。次はチョコレートフォンデュをやってみま
せん？!

長（15/16年度）の公式訪問は6月例会となること

▼横田憲子：スイスへは行ったこともなくスイスの

が区会長研修会で調整された旨、報告があった。!
３．西日本区献金送付済の報告!
藤井敬子会計から各献金を次の通り送金した旨、
報告がなされた。!

フォンデュは初めてです。畠平さんの奥さまとお皿
を洗っていた時にお話ししていたのですが、テーブ
ルが汚れないし後片付けが簡単でパーティの時に
楽しんでいただけるなとアイディアを授けていただ
きました。!

・ＢＦ

￥25,500 ・ ＴＯＦ

￥13,600 ・Ｙサ・ユース
￥25,500 ・ＹＥＳ

￥23,800 ・ＦＦ
￥34,000・ＣＳ

￥3,400!

４．西日本区大会・アジア地域大会

▼望月治子：皆さんよくきていただきました。ア
ンドレアスさん、ありがとうございました。フォン

一次申込3月

デュは2回目です。1回目は英語を勉強するために

31日!

家に来ていただきました。!

正野忠之会長から、登録を急ぐよう報告がなされ
た。!
５．その他!
今井利子さん（大阪なかのしま）から、ブリテン
送付用として郵便切手をいただいた旨、藤井敬子
会計から報告がなされた。!
以上!

▼大藪暢子：今日はありがとうございました。チー

大阪河内ワイズメンズクラブ

ズとかチョコレートのフォンデュはいただいたこ
とはあります。スイスホテルでチョコレートフォン
デュをいただいたのですが、チーズフォンデュはど
こでいただいたのか覚えていないのです。今日みた
いにこんなに大人数で、一つの鍋で競争でいただ
いて本当に楽しい機会を与えていただきありがと
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た。私はチーズとか牛乳はまったくだめなんです。
娘たちはよくチーズフォンデュをよくしていますが
呼んでもらったことはありません。今日初めてい
ただいたのですが、とっても美味しくってびっく
りしました。自分がいただけるんだったら何故も
っと早く食べておかなかったのかと思っています。
チーズが違ってと言うこともありますでしょうが、
孫や娘たちにも食べさせてあげたいと思い、今日
チーズをお願いいたしました。楽しい機会を与えて
いただきありがとうございました。!
▼丸尾欽造：今日はどうもありがとうございまし

うございました。!
▼伊藤玲子：私も今日、参加できてよかったで
す。一度は団体旅行でスイスに行ったときに経験し
ているのですが、今日のようなものではなく味わ
いも何もなかって、つまらない昼食やなぁと思っ
たのでした。だけど今日、望月さんのご縁でスイ
スの方がご用意下さると聞いて是非味わいたいと
思いました。さすが違いますわ。自分でも偏見を
もっていましたが、悪かったなと思いました。こ
れを機会に美味しいところへ食べに行きますわ。
スイスホテルへ。アンドレアスさんとはらくらく車
椅子登山でお会いしていますが、今日初めて直に
お話することができまして、ありがとうございま
した。!
▼初田真佐子：今日はありがとうござました。私
は柄にもなく昔にチーズフォンデュをしたことがあ
ります。固形燃料で鍋を掛けて子どもが小さいと
きのことでした。どのような食材をつかったか今
はもう覚えてはいませんが、今日はとても楽しか
ったと思っています。いつも独りで淋しい食事です
が今日はすごく嬉しかった。ありがとうございま
した。!
▼丸尾初子：今日は本当にありがとうございまし

大阪河内ワイズメンズクラブ

た。皆さんの心のこもった手作りのお料理や食
材、それにもまして一番本当の味付けをいただい
たのはアンディーさんの心のこもったおもてなしの
仕方だったと思います。私は、そこのところを学
ばなければならないと感じました。私たちは、自
分のことを誇張する場合がよくありますが、彼は
そのようなこともなく、目立たない形でそっと皆
さんの心の中に入ってゆかれたホスピタリティを強
烈に感じました。!
▼新本英二：今日はどうもありがとうございまし
た。日本にはいろいろ食べ方がありまして、鍋、
すき焼きなどが主流になって、家庭でもじゃぶし
ゃぶ、やりますね。そうすると和が保てる。１０
人いてても同じものを一緒に食べれる。今日は１
３人で鍋が二つ、みんな満足して食べたんです。め
ずらしいと言うこともあるんですけれども食べて
も美味しいなと、そういうことなんですよね。私た
ちは自分たちで和を保つと言うことを知ってはい
るんですけれどもそれが機能しない時もある訳で
すね。今日はスイスの方も一緒に私たちと和を保
ちながら、伊藤さんのロシアの話も出てくるし、
で、この人はね接待の名手なんですよ、メネットの
人たち皆さんが教わるわけで、ロシアの人たちが
来たときは分宿したのですが、満足していただく
接待の仕方の指導者でした。その時聴きましたの
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は、まずジュースを用意しなければいけません。そ
れも一種類ではなく二つ三つと。朝からださなけ
ればいけません。そのようなことを話しておられ
ました。朝、使ったものはランチの時もディナー
の時も横に置いておくことが場を和らげるので、
外国の方と日本の人とは少し違うと言うことで
す。飲み物は普通日本の人は飲まないですよね、食
事の時に。昔はそうだった。男世界の中で女の人
は小さくなっていたような世界があったわけです
けれど、お正月だけは解放されて、そのために
「お重」という料理方法が日本では発明された。
あれは女性がお正月に火を使わない食事をするた
めで、日本では重箱に料理を詰める料理が和を保
つ一つの方法になっているのです。昔はお花見に行
くとき、それから秋の紅葉狩りに行くとき、重箱
を下げて山に行き、ゴザを引いて家族だけのホー
ムパーティを外でやっていたわけです。私たちのこ
の会が和やかにするためには、やはりパーティを
やらなくてはいけませんね、、、、。（歓声と笑
声でフィニッシュ）!

どのリーダーも「多くの人に支えられ活動できたこ
と。仲間のいることの嬉しさ」に感謝の意を述べ
ていました。中には涙が溢れ言葉にならないリー
ダーもいましたが、それぞれが晴れやかな顔で旅立っ
て行きました。河内ワイズメンズクラブから記念
品をいただき本当にありがとうございました。ま
た佐古ワイズメンからは感謝式及び卒業式に対し、
ご寄付をいただき誠にありがとうございました。
4月からはまっちゃリーダー会長を中心に新たな活
動が始まります。まずは新入リーダー募集活動から
です。お知り合いの方がいらっしゃいましたらご
紹介していただけますようお願いいたします。
2015年度も引き続き、ご支援ご協力をお願いいた
します。

▼望月 強:ほとんど皆さんが話して下さいました。
「何んにも考えず何んにもしない」と言う風な会
にしたかった。なのにちょっと勉強しすぎたなと
思います。これからもこのような会をやって行くの
が本当にワイズメンかなと思います。何べんも何
べんもして、それから余った力でボランティアをや
る、これが総意かなと思いました。今後ともよろ
しくお願いいたします。!

!
!

★サンホームニュース 杉村徹

最後に✚Mr.Andreas Renfer の言葉✚です:!
▼皆さんありがとうございました。とても楽しか
ったです。しかも大きな場でフォンデュを作ったの
は初めてです。４人、５人、６人ぐらいまでです。
皆、とても優しい。他の食べ物、サラダとチキン
とトマト、全部美味しかった。スイスのフォンデュ
は普通パン、チーズただそれだけ。でも今日はいろ
いろ他のものを食べました。皆さんどうもありが
とうございました。 （完）!
!

★YMCAニュース

箕浦史郎

「ユースリーダー感謝式及び年間活動報告会」
3月21日（土）東YMCAサンホーム6Fにてユース
ボランティリーダー感謝式及び年間活動報告会を
行いました。
今年度は9名のリーダーが社会に旅立ちました。
感謝の盾をYMCAから贈呈し、その後各リーダー
から4年間の活動の答辞が述べられました。

大阪河内ワイズメンズクラブ

!
新しい年度になりました。サンホームには今年も5
名の新しい仲間が加わりました。5名とも新卒採用
です。阪上、早野の2名は介護職、そして黒川、永
井、野々垣3名は調理栄養職に配属となりました。
採用は久しぶりの調理栄養職3名は保育園給食にも
携わってもらい、幼児から高齢者までの食事のプ
ロフェッショナルとしての活躍を期待して、大切に
育てたいと考えています。
そして、新しくＹＭＣＡこさかデイサービスを開設
し、特養主任を10年間担当した秋山が、所長とし
て着任いたしました。ぜひ、みなさまのお力添え
をお願いいたします。

!

★釜ヶ崎まち歩きツアー

畠平剛志

大阪泉北クラブの河崎洋光メンが西成市民館の館
長をされているという御縁で、３月７日土曜日に
「釜ヶ崎まち歩きツアー」を開催させていただき
ました。
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残念ながら前号ブリテンに掲示はしましたが、次
期会長主査研修会と重なったこともあり、私以外
のワイズメンの参加はありませんでした。です
が、高校の新聞部学生の参加もあり、参加者の半
数以上が女性と「なかなか行きにくい、近くて遠
い釜ヶ崎」への興味が幅広くあるのだなと実感い
たしました。
ツアーは参加者にも「面白かった」「得難い経験
をさせてもらった」と評判が良く、私自身、非常
に興味深い体験をさせていただきました。やはり
生半可に聞きかじることと、しっかりと歴史から
聞かせていただくことは違うものであるし、自分
の目で実際に見て、体験することは違うなと実感
いたしました。
ワイズのご縁に感謝です。
河崎メンは泉北クラブの２月例会でも『大阪・西
成市民館を通しての周辺事情』という演題で講演
をされています。興味があるという方が集まれば、
ワイズメンを中心としたまち歩きツアーも面白い
かと思います。

控除が3300円。条件がいいようには思いがたい
が…。後ろの自販機は１本50円）

（上写真：3畳一間のドヤを改装した福祉アパー
ト。家賃の42,000円は生活保護の住居費と同額）

!

★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
ASF★

YMCAサービス

ワイズは、YMCAスタッフ、ユースと手を取り合
って、共に活動し、共に成長しましょう。
藤本義隆・Yサ・ユース事業主任

!
（上写真：泉北クラブ河崎メン、西成労働福祉セ
ンターにて。後方は「不要品？を集めて」、それ
を「ばらして売る」「きれいなのは取ってきませ
ん」とのこと。）

!

★編集後記

畠平剛志

いつもブリテン印刷、折、切手貼りにご協力あり
がとうございます。第１木曜日にサンホーム６階で
作業をしていますので、今後ともご協力よろしく
お願いします！!
さて先日、瀬戸でオフロードレースに出場してきま
した。今回は発注しているレーサーの納車が遅れ
ていることもあり、郵便屋さんも乗っているカブ
で出場です。「こんなんで走れるのかな？」と自分
でも思いながら出場しま!
したが、何とか完走でき!
ました。何でもやって!
みれば、何とかなる!
もんですね。できるだけ!

（上写真：日雇いを募集するクルマ、条件を書き出
した紙を掲示している。一般工１日日当9500円で

怪我をしない範囲で、!
色々チャレンジして!
いきたいと思います！!

大阪河内ワイズメンズクラブ

２０１５年４月報

7

４月〜５月の予定
4月16日（木） 例会 1830~
4月23日（木） 役員会 1900~
4月26日（日）らくらく車いす登山
5月7日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
5月7日（木） 第3回40周年記年会実行委員会(予定)1500〜
5月21日（木） 例会(予定) 1830~
5月28日（木） 役員会（予定） 1900~
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

１8名 ゲスト・ヴィジター出席数

7名

２名 メネット・コメット出席数

7名
１名 今期累計 92530円

１名 功労会員・広義会員出席数

３月例会出席者数（会員）

１３名 ２月例会出席者総数

メイクアップ

０名 2月役員会出席者数

３月の出席率

81％

にこにこ献金

１１名
5名

2月会員延べ出席者数

17名

4月例会 YMCAサービスASF
4月16日(木)18:30~20:30
Boccia(ボッチャ)体験例会!

!

司会者・畠平剛志
開会点鐘・正野会長
ワイズソング・一同
ボッチャ体験 ゲスト：高田信之氏
聖句朗読・新本英二
食前感謝・新本英二
食事＆交流
誕生結婚祝い・正野会長
YMCAの歌・一同
閉会点鐘・正野会長
HAPPY BIRTH DAY ２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 ANNIVERSARY
１０日 杉村徹・由香 夫妻
２３日畠平剛志・明子 夫妻

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

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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