
巻頭言　　「認め合おう　と言うこと」   　　田中惟介 
思えば、２０代後半くらいから　悩みの相談を受ける事が多かっ
た。　その都度真剣に考え、最善又は次善の策を導き出し解決した。
人の悩みを共に支えると言うことは　自分の体調を変える程重いも
のだったが、ほぼすべての案件はアドヴァイスに沿って解決したと
自負している。しかるに　あまり感謝されない。認められない。何
故だ？　７０過ぎてようやく気付いた。答えを出したことがいけな
かったのだ。相談者は答えを自分で見つけたかったのだ。　 或いは　
話したかっただけだったのかも・・・　と。（これはセラピストの
常識なのだろうな） 

クラブのイベントである。かつての私は細部に至るまで検討し、企画し、完成型を持ってリード
すると言うスタイルであった。達成感と共に苦い思いがあった事のわけも、そこにあったのだと
思う。アイデアを汲みあげるプロセスがあれば参加の意識が芽生えるのだが、思いが先走り、空
回りしていたのだろう。演出する技法を積み重ねてきた経験が自負となり、おれにまかせろと気
負っていた。 
就任式の式文の四つのiの内にアイデアを出そうという項目があることを思おう。アイデアの中の
光るものを見出すことが長たるものの役目だと心得よう。 
折しも４月報巻頭言に「還暦以上は口を出すな」と来た。創造力を存分に発揮できるよう　思い
やりを持って、２・３歩引いた所から見守り適切なアドヴァイスをすることが年長者に求められ
ていると言う意味で意図するところは、同じだろう。まず認める事から始めよう。 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２０１５年５月報　　  　　Vol. 4７5　　　5月8日発行 
　　　　　　　　　　　　２０１４～２０１５年度【主　　題】 

クラブ主題　　『ＦＵＴＵＲＥ　ＣＯＤＥ 未来への鍵－１人ひとりの役割を見つけようー』　   正野 忠之　会長 
阪和部主題　　「共にひとつの”わ”になって！！」Let’s groe into a circle of harm oney!!      三木 求　部長 
西日本区主題　「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other      　　　    松本 武彦　理事 

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　　　　　　　　               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　“Talk Less,Do More”　言葉より行動を　　　                                            IP Isaac Palathinkal　国際会長 
スローガン       “Do it Now”今すぐやろう！ 

【今月の聖句】　ヘブライ人への手紙１２章６節　　　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「主の鍛錬を軽んじてはいけない。主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれ
るからである」 
ー試練を恵みとして受け入れましょうー 



４月例会報告　　　　　　　　　畠平剛志 
出席者：メン１１名　正野忠之　宮本桂子　横田
憲子　中野義彦　丸尾欽造　望月強　新本英一　
岩坂正雄　畠平剛志　藤井敬子　杉村徹　　 
メネット６名　中野涌子　望月治子 　丸尾初子　
新本力子　初田眞佐子　大藪暢子　 
ゲスト、ビジター５名　高田さん　奥田さん（高
井田障がい者センター）　辻さん（ヘルパー）　
今井初子　松岡虔一　 

４月例会は「ボッチャ体験例会」としてパラリン
ピックアスリートの高田さんによる説明、試演に
続いて４グループに分かれてボッチャトーナメント
を行いました。 
（写真下　高田選手と日本代表ジャージ） 

暴投あり、ナイススローあり、とレベルはいろい
ろでしたがメンバーそれぞれ非常に楽しみました。

それでも決勝戦はさすがの高レベルで、勝負が決
まったと思ったあと、藤井選手のスーパーショット
で一発逆転、大盛り上がりのうちに体験会は終了
しました。 
身体を動かしたあとの会食は会話も弾み、心も体
もほぐれた例会は、定刻ピッタリに終了の鐘が鳴
らされました。 

★☆★高田信之　―たかだ　のぶゆき―　　　プ
ロフィール★☆★ 
１９７９年　大阪府東大阪市生まれ 
２００２年　関西大学文学部教育学科を卒業 
２００３年　７月に海で浅瀬に飛び込み頚椎損傷
となり、四肢麻痺の障害を負う 
「僕自身は『地球に喧嘩を売った』って言ってい
ます。きっと、地球の裏側では揺れたと」思います
よ。」と、笑い話にされています 
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２００４年　リハビリの一環で『ボッチャ』と出
会う 
最初は、競技といいうよりもレクリエーションで
楽しんでいたが、『ボッチャ』の奥深さにのめり
こんでいく 
２００９年　自身初となる香港で開催された「ア
ジア・オセアニア大会」に出場した 
「初めて海外で試合をして、それなりに健闘して負
けたのです。それが悔しかった反面、手が届かな
い相手ではないなと感じ、海外でもやれるのでは
ないかと思うようになりました。」と、高田選手
は海外選手との実力差を実感された 
２０１５年　リオデジャネイロ・パラリンピック
の強化選手として選出された 
現在は、ＢＣ４クラスの日本ランキング１位を獲
得し、２０１６年リオデジャネイロ・パラリンピッ
ク出場枠の獲得、パラリンピック日本代表の初と
なるメダル獲得を目指しています。 

★☆★『ボッチャ』の簡単な説明★☆★ 
ヨーロッパで考案され、世界に普及しつつあるボッ
チャは、パラリンピックの正式種目。 
ボッチャは重度脳性麻痺や四肢重度機能障害の人
を対象に、BC1～4のクラスに分けられる。 
　ボッチャは、赤・青6球ずつの軟らかいカラーボー
ルを白い目標球（ジャックボール）に、どれだけ
近づける事ができるかを競う。投げたり、転がし
たりするだけではない。ボールで壁を作って対戦
相手の接近を邪魔したり、優位に立つ相手のボー
ルを狙ってはじき飛ばしたりもする。作戦や相互
の駆け引きも要求される。 
ボッチャの魅力はたくさんある。思ったところに
思ったとおり、ぴたっとボールが行ったときの気
持ちよさ。また、標的自体もボールなので、動く

たびに状況が変わり、一発大逆転も可能なところ
も面白い。 
ボッチャでパラリンピックに出場するためには、
海外の大会に出場しなければなりません。ただ、
その費用はほとんどが実費。高田選手の場合、ヘ
ルパーさんが一緒でないと生活ができませんから、
2人分の費用が必要になります。香港で開催された
大会に出場した時には、多くの方から後援会に寄
付を頂き、本当にありがたかったと、本人は話さ
れています。 

ニコニコ語録　テープ起こし　宮本桂子 
★正野　今日はありがとうございました。途中か
らで、ゲームについていけませんでした。また教え
てください。 
★宮本　高田選手、そして皆さん一緒に楽しんでい
ただいてありがとうございました。みんな楽しん
でいました。ぜひリオ頑張ってください。そして、
高田選手には常にヘルパーがついています。海外遠
征にも２人分の費用が必要であることもご理解い
ただき、ご寄附もぜひお願いします。 
★横田　次期会長が迫ってきて、あわただしくして
おります。よろしくお願いします。 
★中野メネット　ボッチャ　初めて知りました。
とっても楽し
かったです。 
★丸尾メネッ
ト　楽しかっ
たやら悔しかっ
たやら。。。
やってみない
と分からない
なと思います。

★望月メネッ
ト　久しぶり
に若返って楽
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しませていただきました。 
★望月　こないだから膝に水が溜まりました。水
を抜きに行ってます。もうちょっとで金を貯めると
ころだったのに（笑） 
★中野　ボッチャはペタンクに似ているなと思い
ました。ペタンク協会はどうなったんでしょうか。
消えてなくなったか（笑）。久しぶりに柔らかい
球を投げて、ちょっと勝手が違うなと思いました。
★丸尾　私も障がい者のボランティアをしています。
激しいバスケのようなスポーツなんですが、大阪の
市立体育館で行われた海外の方との大会を見に行っ
て、とても出来ないなと思いました。体験もさせ
てもらいました。シュートもしたけど、とてもじゃ
ないけど、ボールは飛ばない。障がい者スポーツ
だからと、あまい見方はしたらダメですね。ボッ
チャはサンホームでもしたら楽しいと思いました。
その時はぜひ手ほどきをお願いします。 
★新本メネット　楽しかったです。メネット会も
楽しかったです。 
★新本　横にいるのは、チャンピオンです。テーブ
ルをのけたり出したり、椅子を出したりしまった
り、大変でした。この部屋でできて良かったです。
★岩坂　みなさんご存知と思いますが、体が麻痺
し、口で筆を持つ星野富弘氏の会に行っていまし
た。そして、今日はボッチャです。本当に楽しかっ
た。オリンピックの優勝祝いをここでしましょう
（拍手） 
★今井　ボッチャ。オリンピック種目と知りません
でした。これは高齢者も障がい者もできると思い
ました。今日は結婚祝いをもらいました。もう結
婚して62年になりました。 
★松岡　メネットのみなさんにお礼をお伝えした
いです。6月例会が部長公式訪問です。その例会の
時に全部出来上がったのを飾っていただいて、そ
れをバックにして一枚全員の集合写真を撮ってく

ださい。今年70年の節目なので、報告書に写真を
付けて送りたいと思います。 
★奥田（高井田障がい者センター）　普段はボッ
チャ教室やコーラスなどを地域の高齢者の方や障
がい者の方を対象に行っています。また、より豊か
な人間をという教育観点で高田選手と小学校を回っ
てボッチャを行っています。今日は盛り上がってい
ただいてありがとうございました。 
★辻（ヘルパー）今日はありがとうございます。楽
しかったです。 
★高田　今日はボッチャ体験をいただいてありが
とうございました。なかなかテレビなどでは見な
いです。だから頑張って普及に努めています。リオ
に向けて頑張りますので応援をお願いします。 
★畠平　中村君という息子の知り合いがボッチャ
をしていることが新聞に掲載されていました。そ
の時は、ピンと来ませんでしたが、今日はこうして
知ることができました。気合い入れて来たのにこ
んな体たらくで、、、。楽しかったです。 
★藤井　ボッチャをするのにボールはレンタルでき
るのでしょうか？→高井田障がい者センターで貸
出している。ぜひまた挑戦したいです。 
★杉村　デイサービスで使えるなと思います。購入
を考えたいと思います。 
★初田　実は高田さんとは面識があります。最初
は「へぇー」と思いました。ボッチャの中身を出
したり縫ったりのお手伝いをしたんです。 
★大藪　意外と重心がむずかしくて、思い通りに
投げられなくて、残念だと思いました。家業はボー
リング場なので、絶対にうまく投げようと！と思っ
たけれど、はるかに離れてしまい、とっても残念
でした（笑）。 
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2014－2015年度　第11回役員会報告 
                                   報告：書記・丸尾欽造 
日時：　2015年4月23日(木)19：00～20：35 
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、副会長/書記・横田憲
子、書記・丸尾欽造、会計・藤井敬子、直前会
長・畠平剛志、 EMC・望月　強、Yサ・ユース/中
野義彦、連絡主事・杉村 徹、佐古至弘、田中惟介
　以上10名　　　　 
《審議・協議事項》 
１．５月例会　　　 
5月16日(木)　18：30～20：30 
1）テーマ「長期欠席とＥＭＣ 」担当：田中惟介
2）司会者・田中惟介　3）食事担当・望月　強　
4）聖句朗読・中野義彦　5）食前感謝・岩坂正雄
6）ニコニコ・当日指名　7）例会報告・横田憲子
8）準備備品・ホワイトボード 　 
２．６月ブリテン原稿担当者 
1）例会報告・横田憲子　2）役員会報告・丸尾欽
造　3）サンホームニュース・杉村 徹　4）ＹＭＣ
Ａニュース・杉村 徹　 5）巻頭言・中野義彦 　
6）ニコニコテープお起こし：杉村 徹、原稿締切日
5月30日 
３．第19回らくらく車椅子登山プログラムについ
て 
杉村徹実行委員長から次の通り最終報告がさた。 
1）「ザ・リッツカールトン・大阪」の参加者は現
地集合で対応される。 
2）意岐部中学校は学校行事と重なり今回の参加は
不可となった。新たに、敬愛高校から5名、大阪商
大高から5名のボランティア参加の申し入れがあっ
た。 
3）全参加者数は現時点で107名。尚、弁当は110
食発注済と担当者から報告された。 
4）「プログラムのねらいとタイムスケジュー
ル」、「参加者配置リスト」及び「らくらく登山
道案内図」等配布用資料が刷新され提示された。 
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現況報告があった。流れ
としてはメールですでに報告通りである。当日、
開催が予定されている西日本区役員会の終了時刻
を勘案して、開会時刻の調整が必要か検討課題と
した。 
過去の活動等に関する画像提供の取り組みを準備
中。 
次回の実行委員会開催日は、5月7日。 

５．阪和部による東日本大震災復興支援への支援
金検討 
正野忠之から口頭にて説明がされたが主旨が不明
確のため、再確認をお願いの上、対応を検討る。 
６．ロシアからの訪問客について 
岩坂正雄交流委員長が欠席のため望月 強EMC委員
から次の通り報告がなされた。今夏イェカテリン
から5名が来阪される。8月4日関空着予定、翌5日
広島へ 、8日～10日大阪滞在予定、その間のホー
ムステイ予定。特に、具体的検討課題は提示され
なかった。 
《報告・連絡事項》 
１．西日本区大会登録のお願い　 
河内クラブの登録数が芳しくないので鋭意参加を
お願いいたします。（出席率が低いとの指摘を受
けた）　　　　　　　　　 報告者・正野忠之 
 ２．アジア地域大会登録のお願い 
予定を確保されご参加をお願いいたします。 
報告者・正野忠之 
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★YMCAニュース（ウエルネス）　　 
    宮本修司 
河内ワイズメンズクラブの皆様、そして東ＹＭＣＡ
にかかわる皆様こんにちは。2015年4月より事業
主任に就きました、宮本修司です。10年ぶりに東
ＹＭＣＡに戻ってまいりました。南・堺ＹＭＣＡ
の事業主任も兼ねますので、東ＹＭＣＡの事務所
にも限られた時間しか居ませんが、精一杯務めさ
せていただきますので、よろしくお願いいたします。

さて、東ＹＭＣＡのリーダー達の活動も始まりまし
た。新しい学生の勧誘に、各々が大学に出向いて、
ＹＭＣＡのリーダー活動を紹介しています。努力の
甲斐があって、既に数人の希望者が問い合わせて
きている状態です。新生東Ｙのリーダー会も近々お
披露目できると思いますので、ご期待ください。 
では、リーダー共々今年度の東ＹＭＣＡの諸活動
に、これまで通りのご尽力とご支援いただけます
様、あらためてお願い申し上げます。 

5月の行事　 
5月3～5日　リーダートレーニング　紀泉わいわい
村に於いて 
10日　　野外例会（わんぱく・冒険） 
17日　　野外例会（パイオニア） 

★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 

①　らくらく車椅子登山 
今年もらくらく車椅子登山が、本当に良いお天気
の中で開催されました。コース途中では日本パーク
レンジャー協会のネイチャープログラムを楽しみ、
またゴールのふれあい広場では、オカリナの音色
が心に染み入りました。心地よい風に吹かれて、
癒しのひと時となりました。最終的には110名の

参加者となり、敬愛高校や大商大付属高校の学生
も参加くださるなど、多世代に亘るプログラムと
なりました。たくさんのボランティアの方々に支
えられて、みんなが笑顔で下山できました。あり
がとうございました！ 

②　東大阪市ふれあい祭り！ 
みなさん、お知らせがあります！ 
来る５月10日(日)、「東大阪市ふれあい祭り」が
開催されます。サンホームは八戸ノ里駅前に出店（以
前と同じ場所）し「ストラックアウト」を行いま
す。また、花園中央公園では、お手玉や竹馬など
昔遊びが出来る「のびっこ広場」が開催され、サ
ンホームもお手伝いをさせて頂きます。時間は以下
の通りです。お時間ございましたら、ぜひのぞき
に来てください。 
布施～八戸ノ里一帯　 9:30～16:00　　 
花園中央公園　　 10:00～16:00 
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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　LT★ 
　ワイズメンズクラブの未来のために、クラブ・
部・区の研修だけでなく、個人のスキルアップのた
め自己研鑚に励みましょう。 
藤井久子ワイズリーダーシップ開発委員長 

★編集後記　　　畠平剛志 
GWのはじめはお天気に恵まれたらくらく車いす登
山でした。杉村実行委員長はじめ、委員の皆様、
ご苦労様でした！当ページにて一部ですが、丸尾
メン撮影の写真を掲示します。
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 5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 17101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 109631円

4月例会出席者数（会員） 11名 3月例会出席者総数 １3名

メイクアップ 2名 3月役員会出席者数 8名

4月の出席率  81％ 3月会員延べ出席者数 21名

５月～6月の予定 
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~ 
6月4日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
6月13日（土）～14日（日）西日本区大会 
6月18日（木）　例会(予定) 1830~ 
6月25日（木）　役員会（予定） 1900~ 

５月例会　LT 
５月２１日(木)18:30~20:30 
「長期欠席とEMC」
司会者・田中惟介 
開会点鐘・正野会長 
ワイズソング・一同 
聖句朗読・中野義彦　 
食前感謝・岩坂正雄　 
食事＆交流 
テーマ「長期欠席とＥＭＣ 」担当：田中惟介 
誕生結婚祝い・正野会長 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘・横田副会長 

HAPPY BIRTH DAY ５月 
３日 正野忠之君 
１４日 青野剛暁君 
８日 大谷美佐子君 
WEDDING ANNIVERSARY  
１日 中野義彦・涌子　夫妻

第４０期　ク　ラ　ブ　役　員 
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:宮本桂子・藤井敬子 

メネット会　直前会長:畠平剛志　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/

http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga
http://www.google.co.jp/search?rlz=1w1acaw_jajp358jp358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=x&ei=flu9ua7odsnnkww5p4h4bw&ved=0cckqbsga

