
巻頭言「脱皮できない蛇は滅びる・・・」　　　　　　田中惟介 
以前にも引用したニーチェの言葉
です。　河内クラブの最近の流れ
を見ていると、切実に思います。　 
温故知新。これも重要です。古き
を訪ね新しきを知る。つまり脱皮
だ。　古いものにしがみついて変
化できないと滅びるよ ってこと
だ。 
　マズローの欲求５段階説。自己
実現理論。　覚えてはいないだろ
うけれど、これも何度か話もした
し、書きもした。 
ワイズライフに当てはめれば　愛と所属の欲求は会員となることでみたされた。
様々な役や企画で尊厳・承認も得た。最後は自分の能力を引き出し創造的活動
がしたいなどの欲求が生まれる。そこにあるのは自己の努力のみ。 

「敬天愛人」　薩摩の西郷隆盛が好んで揮毫した言葉です。天をおそれ敬い、
人をいつくしみ愛することの意だ。 
攻撃から何も生まれない事は　テロとの戦いを見ればわかるだろう。 

鳥羽水族館のダイオウグソクムシは　脱皮の途中でなぜ死んだ？ 
脱皮の手順を間違えたせいだと私は思う。　頭から脱皮しないといけなかった
んだと　思うんだ。 
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　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 
クラブ主題　　「義務感と奉仕の心を持って」　   横田　憲子　会長 
阪和部主題　 　 「共に歩もう。前へ！！」Let’s go together.Go Go!!      
  　　　　                  林　祐幸　部長 
西日本区主題　「あなたならできる！きっとできる」 
         ～生きる　しなやかに　さわやかにー      　 遠藤　道寛　理事 
アジア地域主題　 “Through Love,Serve”　 愛をもって奉仕をしよう　　　　
　　　　                                             Edward K.W Ong　地域会長 
 スローガン　　  “Count Your Blessing”　恵みを数えよう 
国　際　主　題　“Mission with Faith”　信念のあるミッション　　　                             
                                             Sichuan Boonmapajorn　国際会長 
スローガン       “Let it Begin with Me”まず自分から始めよう 

２０１6年5月報　　  　　Vol. 487　　　5月12日発行 

【今月の聖句】ローマ信徒への手紙5章3-4節  
「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生み出す」 
ー５月病と呼ばれる季節、新学期がはじまって新しい状況に
耐えられない若者への励ましに心がけましょうー 
   （選・解説　岩坂正雄） 

会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 15名 にこにこ

内　広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 8名 今月献金

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 1名 18,282

4月例会出席者数（会員） 13名 3月例会出席者総数 33 今期累計

メイクアップ 0名 3月役員会出席者数 8 151,119

3月の出席率 81％ 3月会員延べ出席者数 41 （円）

5月例会　LT 
5月19日（木）18：30～20：30 
会場：サンホーム6F 
司　　会：丸尾欽造　　　　　 　　　 
開会点鐘：横田憲子 
ワイズソング：一同 
ヴィジター紹介：司会 
会長の時間 
聖句朗読：望月治子 
食前感謝：佐古至弘　　　　　　　　 
インフォメーション 
卓話：岩崎　靖璋　様 
(元河内クラブOB　(株)イワサキ会長) 
テーマ：「北京からパリ間　クラシッ
クカーラリー」 
結婚誕生祝い 
ニコニコ：メネット当日指名　　 
YMCAの歌：一同 
閉会点鐘：宮本桂子

HAPPY BIRTH DAY ５月 
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

★西日本区強調月間　LT★ 
リーダーシップなくしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あ
らゆる機会に学びの場が存在します。そんな機会を有意義に
捉える事が、スキルアップであり、ワイズダム拡大の礎です。
楽しみましょう！船木順司ワイズリーダーシップ開発委員長         
（京都トップスクラブ）



★4月例会報告★　　報告者：中野義彦 
出席者メン：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、杉村徹、伊藤圭介、畠平剛志 
メネット：新本力子、丸尾初子、初田真佐子、大藪暢子、
中野涌子、望月治子  
ゲスト・ビジター：石木茉莉、今井利子、松岡虔一、 
大東義史、恵美奈博光、三好蘭 
　新本メンの司会にて始まり、メンは戦前のビルマ（ミ
ヤンマー）との関わりを、その中でも、映画にもなった
「ビルマの竪琴」についての逸話について説明された。
横田会長の点鐘で開会し。会長の時間として、箕浦スタッ
フが熊本震災の為、熊本ＹＭＣＡ応援、支援に3名で本
日出発したこと、クラブとしての募金活動を今例会より
開始すること。田中メン４０周年記念誌が出来上がり。
会員、列席者に披露し、配布された。サウスクラブ６０
周年記念祝会が、たかつガーデンにおいて行われること
（河内より10名参加予定）が報告された。 
新本メネットによる聖句「ローマ信徒への手紙12章15
節」が朗読され、東ＹＭＣＡ今期、リーダー会長、副会
長を含む、ゲスト＆ビジターの紹介があり、インフォ
メーションとして。杉村担当主事より熊本ＹＭＣＡ支援、
丸尾メンより4月24日に行われる「らくらく車椅子登山」
の準備を23日（土）14時より行うことが報告された。 
　ゲストスピーカーとして、サウスクラブ恵美奈博光兄
が紹介され、「10年ひと昔、ミヤンマーの変わりよう」
と題し講演いただいた。 
兄は1月より2回、ヤンゴン、マンダレー、ミッチーナを
訪問し、実体験を交えて1988年、888運動が起こった
頃より軍事政権での弾圧、各地での暴動が進む状況を年
月を追って説明され、スーチー氏の人気、世界の世論、
民衆の力、周辺国中国の横暴への怒り、パソコン、スマ
ホの普及による情報、言論統制が出来なくなった。五つ
の事情により、軍事政権より民政への異動が進んだこと
を説明。同国においては、連邦議会、国民議会、民間議
会があり、複雑な政治体系において７州、７管区で首長
を選び、国民投票において、７０％以上の勝利を収めた
ＮＬＤに対し軍事政権は神経を尖らせている。鉱山資源
の豊富なカテン州、石油のラカイン州、中国、ラオス、
タイと国境を接しているシャイン州、前首都のヤンゴン
管区が重要であること。２０１１年頃より外交、企業進
出が活発になりインフラ整備がされつつあるが、新政権
は経験不足で、なおかつ、人材が不足していると懸念材
料であるとされている。 
次いで、ヤンゴン、ミッチーナの１０年前と現在をパワー
ポイントを使って変貌ぶりを説明された。 

★にこにこ語録★　　テープ起稿 杉村徹 
▷畠平　激変しているミャンマーに驚きました。 
▷伊藤さん　84歳になって元気にやっています。 
▷新本メネット　メネット例会で田中さんが活躍してく
ださって、お陰様でありがとうございました。 

▷丸尾メネット　誕生日祝いをいただきました。 
▷大藪メネット　私達の暮らしと全く違うことで驚きま
した。熊本の方には頑張ってほしい。献金していきたい 
▷初田メネット　すごい雨が降っていて、結局、きまし
た。良いお話しありがとうございました。 
▷望月　ミャンマーは20年以上前に一度行きました。
10月7日ぜひ参加してつぶさに見てきたい！ 
▷藤井　海外旅行は行ったことがない。色々なお話を聞
かせていただいて嬉しかったです。 
▷中野　先日台湾に行って、行燈上げをしてきました。 
▷岩坂　老いるほど成長するものだとつくづく思いまし
た。九州の地震、東北の地震、次は、、、心構えをしま
しょう。 
▷佐古　ビルマ、カンボジア、ベトナムなど旧日本軍が
攻めたのに、あれほどの伝統のものが残っている。良かっ
たと思います。 
▷三好（ぴょん）リーダー　ミャンマーのお話、興味深
かった。現代と昔ですごく変わったと思いました。 
▷石木（てまり）リーダー　発展途上の国には詳しくな
い。すごく発展する過程がたくましいなと思いました。 
→一緒に行きましょう（恵美奈さん・笑）。 
▷今井さん　私の年代はビルマと知っていますが、なか
のしまクラブがご支援してきました。やっぱり平和って
いいなと思いました。 
▷松岡さん　今月２日～４日と天皇皇后両陛下がこられ
て、サミットの影響か、ものすごく警備が厳しかった。
奈良県警から「あなた、改札口で迎えてください」と日
の丸の旗を渡された。特別扱いと嬉しく思ったけど違い
ました、高層階の人は瓶などを投げたら、届く距離だか
らのようです。家内は、力ない人はいいと。投げられた
ら困るから連れて行かれて、旗振れと言われる（笑）。 
▷大東さん　今日本当に、河内クラブの例会に出席させ
ていただいてありがとう。アットホームで、お父ちゃん
お母ちゃんのようで嬉しかった。サウスで頑張っていき
ます！皆さんのようになっても頑張ります。5月7日のサ
ウスの60周年記念会に参加してください。 
▷田中　ノロとかロタが流行っている。私は新しいウイ
ルス、ノラウイルスにかかっている（笑）毎日、のらの
らと・・・ 
▷横田　ぴょんリーダー、てまりリーダーありがとう。
恵美奈さんありがとうございます。 
▷恵美奈さん　今日はいい機会をありがとう。特にスラ
イド担当の望月さんありがとう。拍手を。初田さん、はっ
ちゃんに「よろしく」とお伝えください。 
▷宮本　10年前のイメージが私のミャンマーでした。驚
きました。 
▷丸尾　サウスの皆さん、今井さん、ありがとう。ぴょ
んリーダー、てまりリーダーありがとうございました。
24日の登山お願いします。 
▷新本　イエスタデイ、トゥデイ、トゥモローという言
葉がある。 
今月の にこにこは ￥18,282－でした。 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「10年ひと昔、ミヤンマーの変わりよう」 
卓話：恵美奈博光氏 

大阪河内ワイズメンズクラブ

例会写真：2016年4月21日



熊本地震支援 
箕浦さん、サンホーム澤野さん熊本入り 

大阪河内ワイズメンズクラブ



★2015/2016年度第11回（4月）役員会報告★　 
日時：　2016年4月28日(木)19：30～20：20 
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、 
ＥＭＣ・田中惟介、畠平剛志、佐古至弘　以上8名 
《審議・協議事項》 
１．５月例会1P参照担当Ｂ班：丸尾・佐古・宮本・畠平 
２．６月号ブリテン担当　巻頭言：横田憲子、ＹＭＣＡ
ニュース：切通菜摘　サンホームニュース：杉村徹、役
員会報告：丸尾欽造、原稿締切：５月２７日、発送日：
６月９日 
３．６月例会　２０１６年６月１６日(木)　　担当Ｃ 班 
評価の月として「一年間の活動を振り返る」とし、活動
記録映像の観賞とする。画像編集：望月　強。 
４．４０周年記念誌配布に関して　 
阪和部全クラブ会員に贈呈とし、クラブごとにまとめて
お届けする。ＹＭＣＡ関係は東ＹＭＣＡを通じてお届け
する。祝会ご列席者の方で遠隔地の方には発送する。 
５．西日本区大会・会場係会場案内に関する下見日時 
６月１８日［土］１１時ニューオオタニホテル１階ロビー
に集合とする。参加者確認は５月例会で行う。目的は周
辺のアクセス路及び誘導ポイントの確認。 
６．その他①次年度「ハンドブック・メンバーシップロ
スター」の発注数について１８冊（会員数）とする。 
《報告事項》 
１．阪和部ＹＹＹフォーラム　 
４月３０日（土）14：00～16：30　出席予定名前：丸
尾、宮本/サポーター、新本、横田。 
２．大阪サウスクラブ６０周年記念祝会　 
５月７日（土）13：00～17：00　出席予定者名：岩
坂、望月夫妻、田中、丸尾、新本、中野、宮本/サポー
ター、横田 
登録費は、振込先を確認の上、会計より振り込む。 
３．「らくらく車いす登山」報告 
参加者総数123名。車椅子参加者11名・ クラブ参加者
（メン・メネット）16名　。サンホームロビーにおける
写真の掲示は望月委員が担当する。 
４．西日本区大会　６月２５・２６日 
参加者名：岩坂、杉村、田中、新本夫妻、望月夫妻、丸
尾夫妻、宮本夫妻、横田夫妻、大藪メネット、初田メネッ
ト、中野メネット、伊藤メネット、以上17名。 
５．「熊本ＹＭＣＡ地震救済活動」緊急募金報告 
4月例会における会員からの募金額は、53,000円でした。
大阪ＹＭＣＡを通じて熊本ＹＭＣＡへお届けさせていた
だきます。今後の支援活動にご協力をお願いいたします。
(Ｙサ・ユース委員会)　　以上 

★河内クラブ研修会★ 　　　　　　記：横田憲子 
日時：４月１０日（日）１０：３０～１５：３０ 
出席者：田中・中野・中西・佐古・初田・藤井・ 
畠平夫婦・望月夫妻・宮本夫妻・横田（記） 

場所：　石切パンゲア 会費：１０００円 
午前の研修会は［ロビー展］の据え置きになっている話
題で始まり、これからの意見も出し合い、宮本さんか
ら“障がい者作品展”の提案がされた。午後から参加の 
中西さんをも含め地域の事情に詳しい話に進めていっ
た。これから始めていくにあたり展示場所・時期など課
題をあげてもらう。お昼タイムはパンゲア楽しみの、新
鮮季節野菜の見事な食卓の至福で充実した時間を過ごす
ことができ、畠平メネット・虎太郎コメットご馳走様で
した。　　　　　　 

★YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
今年度より、ウェルネスの体制も変わり野外・キャンプ
事業という新たな場所で活動する機会を頂きました。毎
週、子どもたちやリーダーと野外活動を行い、日々充実
した日々を送っています。また、東大阪での地域活動を
リーダーとともに携わっていく役割も担わせて頂くこと
となりました。ワイズメンズクラブの皆さんにもご協力
いただきともに東大阪の地域活動に力を注いでいきたい
と思っていますので今後もよろしくお願い致します。 
先日行われた、らくらく車椅子登山では4名のリーダー
がボランティアとして参加させて頂きました。ワイズメ
ンズクラブの皆さんを含め、たくさんの方々との交流に
喜んでいました。ありがとうございました。 
今、九州・熊本では地震の影響でたくさんの方々が苦し
みの中にいらっしゃいます。私たちは日々の活動の中で
子どもたちとそのことを考える機会を持つとともに、私
たちに何ができるかを考え、5月14日の野外活動例会
後、布施駅にて街頭募金を行う予定にしています。時間
は16時半~になります。ご都合が合いましたらぜひ一緒
に街頭募金活動にご協力よろしくお願い致します。 

★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
熊本の被災者支援に、４月２１日～２８日の間でサンホ
ームから３名（大石、木田、澤野）を派遣しました。熊
本ＹＭＣＡが指定管理する益城町の施設では、1,000人
以上が避難されており、その内350人程が高齢者という
ことでした。高齢化が進む日本では、災害が発生する
と、高齢者への対応がこれまで以上に求められることに
直面しました。 
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木田スタッフは、宮古派遣の経験を活かしコーディネー
トや介護支援を、澤野スタッフは入浴介助や利用者把
握、そして大石スタッフは調理を通して支援をしまし
た。今後もスタッフ派遣が予定されています。後日、皆
様へ被災地支援のご報告をいたします。 
　被災された方々の心と体が、一日も早く、癒されるこ
とを願います。 

★第２０回らくらく車椅子登山２０１６★ 
車椅子11台と新緑の神津嶽で歌い憩う・・・支えてくだ
さった多くのボランティアの方々に感謝して 
4月24日(日)、夜来の雨もすっかり上がり、雨で洗われ
た新緑の木々が清々しい大阪府民の森・らくらく登山道
に11台の車椅子と112名のスタッフとボランティアが集
まってくださった。このプログラムは、自然と関わる機
会の少ない車椅子利用者に登山を提供するものであり、
YMCAサンホームの利用者などをはじめ地域の方々を対
象として今年で20回目。登山口のセンターハウス（標高
150m）から神津嶽休憩所（標高304m）まで2.7キロの
眺望に恵まれた山道を車椅子を押し汗して登った。毎年
このプログラムを支えて下さるのは府民の森をバックア
ップされている「日本パークレンジャー協会」の皆さん
をはじめ、地域の方や企業、学校、諸団体の方々で、車
椅子サポート以外にもそれぞれも独自の楽しい企画でプ
ログラムを盛りたててくださった。パークレンジャの
方々は、各ポイントに自然教室を開設、丸太切りや昔の
遊具を作られチビッコや高齢者までを楽しませてくださ
った。オカリナクラブのみなさんはお昼の休憩に演奏と
合唱を、加美クラブの皆さんはアマチュア無線で情報交
換を担ってくださった。「ザ・リッツ・カールトン大
阪」や「ブルガリ」の皆さんからは美味しいお菓子のご

提供を受け、いつもホットな気分にしてくださってい
る。 
　河内クラブとＹＭＣＡが共催しているが、多くのボラ
ンティアの方々のお支えなくしては出来ないプログラム
であり、年々チビッコの参加も多くなり異世代交流のひ
とときとしてその意義は大きなものがあると受け止めて
いる。ボランティアの皆さん本当にありがとうございま
した。（報告：丸尾欽造） 

　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　

　　　　 

★編集後記　
連休を利用して
熊本に行ってき
ました。先に熊本入りしていた仲間が現地で活動して
いる方と連携を取って行政などの手が届かないところ
に支援活動を、というコンセプトで活動してまいりま
した。私が行った時にはすでに物資は充足していまし
たので、壊れた家屋の下で濡れたままになっている家
財を収納する小屋を建ててきました。被災地では日ご
とどころか時間ごとにニーズが変化します。それに対
応できるよう行政などが素早く柔軟に行動していただ
ければありがたいのですが、現実としてまだまだで、
機動力のある我々経験を積んだ個人ボランティアのニ
ーズはまだまだあると感じました。(畠平剛志)
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5月～６月の予定 
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~ 
6月9日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
★日程変更、ご注意ください★ 
6月16日（木）　例会 18:30~20:30 
6月18日(土)西日本区大会下見11時ニューオオタニ
ホテル１階ロビーに集合  
6月23日（木）役員会　1900~ 
6月25日（土）～26(日)西日本区大会 

第４１期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:横田憲子　副会長:宮本桂子　書 記:丸尾欽造・宮本桂子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：新本力子　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

