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巻頭言「ニュージーランドと自然」 中野 義彦

4月7日発行

4月例会

JWF

1月中旬、ニュージーランド南島エイベルタズマン国立公園に行き、
4月21日（木）18：30〜20：30
先住民のマオリ族との交流と自然哲学について、シーカヤック、ト
会場：サンホーム6F
レッキングのメッカである国立公園内を、それらを行いながら、
司
会：新本英二
彼らの自然に対する、考え方についてほんの一部であるが学ぶこ
開会点鐘：横田憲子
とが出来た。
ニュージーランドにおいては、西欧よりの移民が持ち込んだ羊等
ワイズソング：一同
の放牧の為に森が伐採され、牧草が植えられたが、エイベルタズ
ヴィジター紹介：司会
マンにおいては、牧草地に適していなかった為、自然のままに、植
会長の時間
林されず、70余年にわたり森を育て、国立公園に指定され今に繋がっている。このこと
聖句朗読：新本力子
はマオリ族の自然に対する取り組みを政府が受け入れ、先住民マオリ族の自然哲学を、
ニュージーランドの自然保護活動を実体験する、環境政策に生かす国造りすることが国 食前感謝：新本英二
是とされているためで、日本でいう、環境省に入省する人は、マオリとの共同生活を体 インフォメーション
験し、自然観を学ぶことが薦められているのが一例である。エイベルタズマン国立公園 卓話：恵美奈博光氏（大阪サウス）
はニュージーランドにおいては、最も小さいが、複雑に入り組んだ海岸線と広大な干潟、 テーマ：「10年ひと昔、ミヤンマーの
黄金色に輝く砂浜は人気のあるゆえんであると思はれる。
変わりよう」
公園内においては、指定地以外での建造物を禁止しており、我々がロッジからロッジへ
結婚誕生祝い
の移動に際して、水上バスを使ったが、海岸では砂浜が、森の樹木が生い茂り、心安ら
ぐ思いであった。水上バスの乗り降りは桟橋がないので、タラップを降り、膝下まで海 ニコニコ：当日指名
YMCAの歌：一同
水に浸かり、干満差5Ｍ程の砂浜を１００Ｍ程歩いてロッジに入ることが出来た次第で
あり、砂浜には、自然の豊かさを示す様に、オイスターキャッチャという鳥が餌を啄み、 閉会点鐘：宮本桂子
アサリ等の貝殻が散乱し、歩くのに足裏が痛くて難中した。
他方、日本においては、東日本大震災後の復旧の過程を見ても、
【今月の聖句】ローマ信徒への手紙12章15節
海岸線に巨大な防潮堤を作り、砂浜をなくし、原状復帰とした名
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」
目で、元宅地であったとの理由で、地盤沈下したところを盛土し、
-カナダで一人の少年がピンク色のシャツを着て登校したら、
多くの資金を注入しているのが現状である。
”ゲイだ”といじめられた。YMCAは2月の最終水曜日をピンク
四方を海に囲まれた、我が国において、海の利用を大いに考える
シャツデーとしていじめ撲滅運動を展開していますー
時期に来ているのではと考えられます。海の健全な回復、広葉樹
（選・解説 岩坂正雄）
の茂る森、経済優先のために、負の価値を甘受している都会に住
む我々こそに架せられた使命では、その為に、子供のころ海、川、
★西日本区強調月間 YMCAサービス ASF★
森での遊び学んだことを、次代を荷う子供たちに与えることこそ、
ワイズメンは、YMCAをより深く理解し、ユースに寄り添
我々シニア年代に課せられているのではと考えられます。
い、今まで以上に「Yサ力」をアップできるよう、積極的に努
日本ウナギは絶滅危惧種に指定され、アサリは過去16万トン獲れ
力しましょう。
河合久美子Yサ・ユース事業主任
ていた物が現代においては3万トン迄減少し、その8割が東海3県
（京都ウエストクラブ）
に集中している、現状を見るにつけ、アサリとニホンウナギ、そ
して今や絶滅危惧種となっている砂浜で遊ぶ子供達の笑顔が返っ
てくることを願う次第である。
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

15名

にこにこ

２名

メネット・コメット出席数

8名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

26,550

10名

2月例会出席者総数

18

今期累計

メイクアップ

1名

2月役員会出席者数

10

132,837

2月の出席率

73％

28

（円）

3月例会出席者数（会員）

2月会員延べ出席者数

2015〜2016年度【主
クラブ主題
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「義務感と奉仕の心を持って」

阪和部主題

横田
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林
西日本区主題

祐幸

〜生きる

しなやかに
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“Through Love,Serve”

遠藤

道寛 理事

愛をもって奉仕をしよう

Edward K.W Ong
スローガン
際

主

部長

「あなたならできる！きっとできる」
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国

会長

「共に歩もう。前へ！！」Letʼs go together.Go Go!!

“Count Your Blessing”
題
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恵みを数えよう

信念のあるミッション

Sichuan Boonmapajorn 国際会長
スローガン
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“Let it Begin with Me”まず自分から始めよう
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★3月例会報告★

報告者：望月治子

メン：新本英二、丸尾欽造、佐古至弘、岩坂正雄、田中
惟介、藤井敬子、中野義彦、望月強、横田憲子、宮本桂
子
メネット：新本力子、丸尾初子、初田真佐子、伊藤玲子、
大藪暢子、中野涌子、望月治子、佐古利子
奈良クラブ：林佑幸、林夏代、松田重子、杉村文子、林
成子
サウスクラブ：吉田芳子、松岡虎一、小池晃
泉北クラブ：小路修、朝田学
長野クラブ：白井公子、浜田尚美
なかのしクラブ：今井利子
サンホーム：下村 崇史
ゲスト：西田恵利子
3月メネット会は大藪メネットの司会で始まり、新本
メネット会長の開会点鐘で開会されました。開会ソング
は西田恵利子さんのピアノ演奏で「メネットの願い」を
歌いました。司会者から15名のゲスト・ビジター紹介が
有り、続いて聖句朗読は伊藤メネットが共に生きる心に
ついての聖書を読まれ、阪和部林メネット主査からメ
ネット会への協力に感謝とお礼のお言葉を頂きました。
河内メネット歌声喫茶開店です、喫茶マスターの田中
メンが紹介され、歌集代金として500円以上の協力をお
願いします。この歌集の売り上げは東北大震災寄金とし
て西日本区に河内メネット会として献金いたしました。
次にピアノ演奏と歌唱指導頂く西田さんの紹介があり
ました。一曲目は先生のお好きな「翼を下さい」から始
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まり「青い山脈」「若者たち」「高校三年生」と私達に
なじみの深い歌が歌われました。伊藤メネットよりロシ
アの思い出と中野夫妻と大谷メンそして伊藤夫妻でサン
クトペテルブルグに訪れたとき、ロシアの人が日本語で
歌って頂いた歌が「恋のバカンス」です。田中メンのリ
クエストは若きバンカラ時代の熱い思い出、与謝野鉄幹
作詞「人を恋うるの歌」を歌い「バラが咲いた」と続け
ました。
此処で食事タイム、メネット選りすぐりのサンドイッ
チとコーヒーが配られました。新本メネットの食前感謝
の祈りがあり、美味しく頂きました。
インフォメーションは林阪和部長から西日本区大会と
ＹＹフォーラムへの参加呼びかけ、宮本メンから河内ク
ラブ研修会の案内、丸尾メンかららくらく車椅子登山の
意義とお誘い等がありました。
引き続き歌声喫茶にもどり、「知床旅情」から始まり
新本メンが河内ブラザークラブ韓国済州クラブの宋さん
の思い出を語られ「おぼろ月夜」をリクエストされまし
た。「風」と続き、西田先生の思い出としてプール学院
（岩坂先生が理事長された学院）に情景がピッタリの「学
生時代」を歌いました。モモの節句にふさわしい「うれ
しい

ひなまつり」。最後に西日本区大会で東北支援の

為に大合唱する「花は咲く」を大合唱しました。これで
西日本区大会本番ではバッチリです。誕生・結婚祝い・
ニコニコ・YMCAの歌。
初田メネットの閉会点鐘でおわり。楽しく歌って、東
北支援募金が出来て、一石二鳥のメネット例会になりま
した。
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ほどタイムスリップしたような気分でした。
▷林（メネット主査・奈良）楽しく青春時代を思い出し
ました。
▷岩坂 先週八千草薫さんから電話がありました。歌舞伎
座での公演の合間に母校（プール学院）を訪ねられたと
いうことだったのですが、７,８年前に校舎の建て替えが
あって先ほど歌ったようなツタの絡まる所まで育ってい
ないのです。今日のピアノ伴奏の西谷さんもプール学院
の卒業生で、今日はいろいろ感激してうれしい例会でし
た。
▷今井（なかのしま）河内のメネット会は、活発な会だ
と思います。先月も計画の話し合いをされていましたし、

★にこにこ語録★

テープ起稿 田中惟介・望月 強

今日も早くからご準備されていました。その結果、楽し

▷小路（泉北）５年？１０年ぶり？に今井さんの（メ

い、若返るような例会だったと思います

ネットソング）を聞いて歌詞に感動しました。すごいで

▷佐古 ８５歳になりました。誕生祝いありがとうござい

すねぇ。

ます。今日はメネットの利子も一緒に出席できました。

▷小池（サウス）学生時代に戻った気分になりました。

▷新本 私も８５歳です。去年の秋 三田の市民病院で精

▷初田（メネ）楽しい時間をありがとうございました

密検査を受けました。即入院だと言われ １１月２４日に
手術を受けました。胃を⒉/３取りました。経過は良好
で今に至っています。今日はまた若返って歌をいっぱい
歌いました。ありがとうございました。
▷松田（奈良・メネ）これまでに、あちこちのメネット
会や例会に行かせてもらいましたが歌で始まって歌に終
わるという経験は初めてで、こう言う会もあっていいの
だなぁと思いました。
▷下村（サンホームスタッフ）３０の壁を越えました。
らくらく車椅子登山の応援もよろしくお願いします。
▷中野 歌集を作って頂いて・・・若返ったようです。若
い気持ちで頑張りますので、これからもよろしく・・・
▷林（奈良・メネット）歌集の選曲にびっくりしました。
皆さん楽譜が無くても ほぼ全曲歌えるんですね。
歌声で皆がまとまって、素晴らしい会だと思いました。

▷望月（メネ）大勢おいで下さって有り難うございまし

▷白井（長野・メネ）これくらい大勢の例会が出来るよ

た。

うになりたいものだと思いました。

▷松岡（サウス）先日、南Ｙで望月さんから小さなメモ

浜田（長野）私の知らない曲が一杯で（若いってことよ・

を頂きました。河内のメネットを囲んで歌声キャバレー

笑）、びっくりしたのですが、皆さんと楽しく過ごせて

をするから来い、と言うことでした。（笑）それなら行っ

良い会だった と思いました。

てみようかなぁと思って来たら、意外と清らかなもので

▷宮本 昨日はＮＰＯ法人輪の新社屋竣工式に河内クラブ

した（爆笑）

から胡蝶蘭の鉢を頂き、ありがとうございました。

▷林部長（奈良）田中さんの仕掛けにかかって、５０年

大阪河内ワイズメンズクラブ
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▷藤井

誕生祝いを頂きました。此処におられる諸先輩

方は、足の指と手の指をたしても届かない位の年齢です
が、頑張っておられます。私も頑張りますが、先輩方も
ナガーーク長生きしてワイズメンズ活動を続けて下さい
▷大藪（メネ）今日は歌声キャバレーだとお聞きしてい
ましたら私もドレスアップして参りましたのに…（笑）
▷丸尾（メネ）ホントに楽しいメネット例会でした。有
り難うございました。
▷中野（メネ）今日は「歌声喫茶」にようこそおいで下
さいました。
今月の にこにこは ￥26,550−でした
▷横田 “花は咲く”をみなさん上手に歌って下さいまし
た。
▷林部長、区大会に向けてご安心ください（笑）メネッ
トさん今日の為にご準備、頑張って下さってありがとう
ございました。
▷丸尾

高石ともやさんとＹＭＣＡの出会いがあった時

代、６０年代のフォークソング、今日も歌った はしだの
りひこの風とかに ２０代の若者がまっすぐ育って行くヒ
ントを与えられたと思います。今日は他クラブから大勢
良く来て下さいました。時折こうしてクラブの正しく進
んでいく為の手入れが要るのだと感じました。
▷西谷 皆さんお上手なので、私も感動しました。又機会
があれば呼んで下さい。ありがとうございました。
▷杉浦（奈良・メネ）河内のメネット例会は毎年楽しい
企画をされますので楽しみにしてまいりました。認知症
の家族の会のボランティアをしていますが、喋れなくなっ
ても昔の歌は歌えるんですね。良い企画だったと思いま
す。
▷吉田（サウス・メネ）21 日に選抜高校野球に、私の
出身地の小豆島高校が出ます。応援に行きますのでひょっ
としたらＴＶに写るかもしれません。見て下さい。
▷朝田（泉北）先日遠藤理事とニューオオタニへ試食に
行ってきました。質も量も良く、区大会ご期待下さい。
▷田中

企画したのはキャバレーではありません（笑）

がぼったくりバーであったような気がします（爆笑）。
歌集の代金100 円以上でお願いしますと言ったつもりだっ
たのですが、口では５００円と言っていたらしいです。
（近頃、思っている事と言っていることが違っている事
が多くなりましたねぇ。）なんと１７７００円。有り難
うございました。これはメネット会から震災の支援金と
して送らせて頂きます。
▷伊藤 昭和３０年代、難波でＯＬをしていました。もらっ
た給料で、その頃ナンバに沢山あった歌声喫茶に行って
ました。私の歌好きの原点です。
▷新本（メネット会長）今日はありがとうございました。
▷望月 花粉症に悩まされています。パソコンにもランサ
ムウイルスと言うウイルスが入り、データが全て乗っ取
られ悩みの種です。身代金ウイルスともいわれ、金を払
えばもどしてやると言うのです。えらい事ですわ。

大阪河内ワイズメンズクラブ

★2015/2016年度第10回（3月）役員会報告★
報告：書記・丸尾欽造
日時：

2016年3月24日(木)19：30〜20：30

場所：

大阪東ＹＭＣＡ

サンホーム

6F

出席者：会長・横田憲子、副会長・宮本桂子、書記・丸
尾欽造、会計・望月

強、会計・藤井敬子、新

本英二、ＥＭＣ・田中惟介、畠平剛志、以上8名
《審議・協議事項》
１．４月例会
例会日時：2016年4月21日

18：30〜20：30

担当：C班（新本・中野・中西・大谷・横田）
司会：新本英二 、聖書朗読：新本力子、食前感謝：
新本英二、食事担当：横田憲子、例会報告：中野
義彦、ニコニコ：メネット（当日指名）、テープ起
こし：杉村徹。卓話：恵美奈博光氏（大阪サウス）テー
マ：「10年ひと昔、ミヤンマーの変わりよう」
プロジェクターの準備：杉村徹。
２．５月報

ブリテン

巻頭言：田中惟介、YMCAニュース：杉村徹、サンホー
ムニュース：杉村徹、役員会報告：丸尾欽造
ニコニコ起稿：杉村徹、原稿締切：4月29日、ブリテン
発送日：5月12日
３．５月例会
例会担当

( LT月間 )

Ｂ班

(佐古・畠平・丸尾・宮本)

大阪YMCAウエルネス事業本部・佐竹博主事をＧＳとし
てお迎えしてはどうか。担当：丸尾欽造。
４．クラブ研修会実施に関する事項
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不参加の方で、テーマ『今後の「ロビー展」について考

情熱溢れる奉仕への献身と未来への掛け橋として果たさ

える』に付いて提言などある方は前日までに宮本桂子委

れた功績は計り知れないものがあります。青春の一時期

員に提出すること。

を捧げられましたお働きに心より敬意を表し、感謝の意

５．「らくらく車椅子登山」諸事項の確認

を表します。本当にありがとうございました。

登山プログラム実施日：4月24日(日)

以上、両日の画像を添えてご報告させていただきます。

①第三回実行委員会。4月20日(水)17：30よりサンホー
ムにて開催。委員以外の方も列席可。
②3/24時点でのクラブからの出席者14名確認。
③準備及び当日の役割を別紙の通り決定した。
（詳細ブリテン同封）
６．ブリテン印刷をカラー外注に変更するに関して
問題点として、①コスト、②納期、③ページ数、等、相
関関係がある。編集方針も含めて検討し、５月号で試験
的に外注を採用し、問題点を探ることとする。
《報告・連絡事項》

新しい年度が始まり、ＹＭＣＡ高齢介護事業は20年目に
入ります。20周年記念の催しも開催予定です。詳細が決
まり次第みなさんにお知らせいたします！そしてその間
に、介護を取り巻く環境も変化し、サンホームの入居待
機者はほぼ0となっています。どこに待機者52万人がい
らっしゃるのでしょうか…。
さて、ＹＭＣＡ志紀デイサービスは開設6年目になり、
は、利用者と職員、職員とご家族の距離が非常に近いか

特になし。
２．西日本区大会準備状況報告及び登録者現況確認
クラブからの一次申込者16名と報告された。

シニアの時代です。自分を活かし、安心できる「施設」
文化住宅や平屋アパートを複数借り上げる介護＝シニア

宮本桂子次期会長より報告された。

タウンを目指したい！と思います。

４．「４０周年記念誌」の進捗状況
納入される旨、田中惟介委員から報告された。

５． 大阪土佐堀６５周年記念例会

らだと考えます。そしてこれからは「“自分”を生きる」
はより在宅に近い建物と環境になるでしょう。だから、

３．西日本区次期会長・主査研修会報告

10：00〜

杉村徹

これまで一度も大きな苦情や事故がありません。それ

１．各事業委員会報告

3/30

★サンホームニュース

4月2日（土）

何か良い情報をお持ちでしたら、ぜひＹＭＣＡサンホー
ムの杉村までお知らせください！！

KKRホテル大阪

参加予定者：伊藤圭介、丸尾欽造、望月
６． 阪和部ＹＹＹフォーラム

強、横田憲子

（4月30日(土)14：00

★編集後記

畠平剛志

ブリテンも今期残すところあと2号となりました。今

南ＹＭＣＡ）

までご協力ありがとうございます、また残り2号、よ

参加予定者：横田憲子、宮本桂子、丸尾欽造

ろしくお願い致します。特にブリテンの折工程と封筒

７． 大阪サウスクラブ６０周年記念式典 5月7日（土）

入れは人数がいればさっと終わりますが、参加者が少

13：00〜17：00 たかつガーデン

ないと時間もかかり、なかなか大変です。ブリテン印

８．東YMCA全体リーダー会

刷日は第二例会ともなっており、メークアップにもな

3月19日(土)10：00〜

出席者：横田憲子、新本英二、宮本桂子、丸尾欽造、望

ります。ぜひ引き続き、ご協力をお願い致します。

月

なお、次号ではネットカラー印刷を試行してみますの

強、杉村

徹

桝井佑梨子リーダー、福家可那子リーダーに横田憲子会

で、以前にお願いいたしましたように締切と文字数の

長より記念品が贈呈された。

厳守をよろしくお願いいたします。

９．大阪YMCAユースボランティアリーダー感謝式

さて前号にも書きましたが、先日エンデューロレース

3月20日(日)15：00〜

コースの設営を行いました。吉野の山から間伐材を

土佐堀舘2階ホール

出席者：新本英二、丸尾欽造、望月

300本伐り出して運び、コースに設営し、撤収となか

強

なかに大変でした。でも普通に生活していると得難い
体験をさせてもらい、良い勉強になりました。ついで

★大阪YMCAリーダー感謝会★
報告：ＹＭＣＡサービス・ユース事業委員長

丸尾欽造

にレース当日はパンゲアからもトン汁ブースを出させ

3月19日に東ＹＭＣＡにおいて「東ＹＭＣＡ全体リーダ

て頂き、50食売れました！が、100食作っていった

ー会」、そして3月20日に大阪ＹＭＣＡ土佐堀舘にて

ので50食余りました。持ち帰った50食をを食べきっ

「大阪ＹＭＣＡユースボランティアリーダー活動感謝

てしまう我が家の胃袋がなかなかに頼もしい。流石ラ

式」がそれぞれ挙行されました。全大阪ＹＭＣＡから

ガーメン2名を擁するだけのことはあります。

「感謝の盾」授与者64名（所用のため列席できなかった
方を含む）の方々のご紹介があり、東ＹＭＣＡからは、
福家可那子さん、桝井佑梨子さんのお二人のリーダーに
感謝の盾が授与されました。
また、会長：横田憲子からお二人に記念品が贈られ感謝
の意を示されました。
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★上写真：昨年のらくらく車いす登山

4月〜5月の予定
4月7日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
4月10日（日）ワイズ研修会（於 石切パンゲア）
4月21日（木） 例会 18:30~20:30
4月24日（日）らくらく車いす登山
4月28日（木） 役員会 1900~
5月12日（木） 第２例会（ブリテン印刷）1400〜
★日程変更、ご注意ください★
5月19日（木） 例会 18:30~20:30
5月27日（木）役員会1900~

HAPPY BIRTH DAY 4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４１期
会 長:横田憲子

副会長:宮本桂子

：サンホーム

ラ

ブ

役

員

書 記:丸尾欽造・宮本桂子

メネット会：新本力子

例会場・役員会場

ク

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

東大阪市御厨南３−１−１８

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/

大阪河内ワイズメンズクラブ

6

