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もう一つの国際・交流
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丸尾欽造

「ＪＩＣＡの招きでカンボジアから４人の助産婦の方が研修のため大阪に行く。滞在中のお世話
をお願いしたい。」との連絡が、プノンペン母子保健センターに赴任中の河合嘉子さんから届い
たのは１９９７年の２月だった。彼女はＯＤＡの任務の下、カンボジアで助産婦育成に献身され
ており、その優しい心づかいが大阪セントラルクラブに託されたものであった。当時、河合さん
も私も設立２年を経た大阪セントラルクラブに奉仕の場があった。
休日のある日、クラブの皆さんと４人の方を迎えて兵庫県の国立療養所見学へ向った。南国から
のゲストを歓迎するように雪が舞い、初めて触れる雪、眼にする雪景色に感動していた彼女等の
様子を今でも鮮明に覚えている。帰途、大阪なかのしまクラブのチャーターナイトの会場に共に
向かった。そして彼女たちをワイズメンのみなさまにご紹介する機会を与えていただいたのだが、
突然の海外からの訪問者を受け入れてご招待下さった大阪なかのしまクラブの寛大さが彼女たち
に与えたインパクトは想像を超えるものであった。
「オテアライハドコデスカ」など最小限必要な片言の日本語と高価なフイルムを惜しむように使
うカメラ。そんな彼女たちが帰国して河合さんに語ったことの多くは日本で受けた人々の心に触
れるものだったと、後日伺った。
ワイズにおける「国際・交流」は、組織の中でのIBCやYEEP・STEPを越えて、広く外向きに臨むことの重要性をこうした経験から実感し、
同様にそれぞれのクラブにあっても、独自に固有の国際交流を
顕著に展開されている事例が多くあると思われる。国際・交流
事業のあり方は様々な形があり一定のフレーム内で評価される
ものではないと考えるのは私の偏見であろうか。地域奉仕との
関連性をも踏まえ、国際交流におけるワイズの可能性はあらゆ
る面で無限なものであると確信している。
１０月に恵美奈博光さん（大阪サウス）を団長とする有志ワイ
ズメンがミャンマーを訪ねる。地にワイズメンズクラブはまだ
ない。国際交流の新たな進展に期待をよせて見送りたい。かつ
てノルウェーがロシアにワイズの道を開いたように、ワイズダ

【今月の聖句】ローマの信徒への手紙12章15節
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」ーYMCAの創始者
ジョージ・ウイリアムスの誕生日を世界のYMCA記念日としている。
1821年10月11日、イギリス南西部の農園で生まれ、ロンドンに出
て1844年6月6日ヒッチコク商会の仲間12人でYMCAを結成、創立50
週年にビクトリア女王から「サー」の称号を授与され、Sir George
Williamsと敬称され、1905年84歳で昇天、セント・ポール大聖堂に
葬られている。ー（選・解説

岩坂正雄）

ム発芽の引き金になればと思いつつ。
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★西日本区強調月間
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クラブ主題

「継承と改革」Inheritance and Innovation

阪和部主題

「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」

宮本桂子

会長

Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest!

「国際協会に所属するワイズメンとして全ての仲間である
国々を周知する目と心と義務を育てよりBF／EFへの意識を高
めましょう」森田美都子国際・交流事業主任（京都パレス）

副題「活力ある阪和部に躍進しよう」
西日本区主題

「ワイズ魂で

生駒義範

部長

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs spirit!
副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」 岩本

悟

理事

Doubling membership through having substantial and active service!
アジア地域主題
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

１6名

ゲスト・ヴィジター出席数

5名

にこにこ

1名

メネット・コメット出席数

5名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

14,745

“Respect Yʼs Movement”

スローガン

“Solidify the Yʼs Men Family for Better World”
よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう

国際会長主題

9月例会出席者数（会員）

9名

7月例会出席者総数

30名

今期累計

J

メイクアップ

2名

7月役員会出席者数

8名

68,245

スローガン

“Our Future Begins Today”

私たちの未来は、今日から始まる
OAN WILSON 国際会長

“Together We Can Do So Much More”
手を取り合えば、もっと多くのことができる

9月の出席率

73％

7月会員延べ出席者数

19名

（円）

ワイズ運動を尊重しよう

Tung Ming Hsiao 地域会長

る。来週は阿南等にも
行くことになっている。
今日はありがとうござ
いました。
▷松岡さん

ブリテン

がカラーになってとて
も見やすい。夜景や夕
陽がきれいで、本当に
納涼例会に行けばよかっ
たなと思う。
▷今井さん

ありがと

うございました。私、
ちょっと前に総主事か
ら「東ＹＭＣＡで何か
するよ」って聞いたこ

★９月例会報告
出席者

中野

義彦

メン：岩坂・佐古・田中・中野・畠平・藤井・望月・

とがある。頑張ってほ
しいと思います。

宮本・箕浦・杉村（１０名）

▷吉田さん

メネット：中野・望月・初田・大藪・丸尾（５名）

でないとできないこと

ＹＭＣＡ

ゲスト・ヴィジター：松岡虔一・吉田全孝（サウス）・今井利子

をおっしゃって、あり

（なかのしま）、藤澤幸隆（YMCA）、大西可奈子（スタッフ）

がとうございました。

（５名）合計出席者２０名（敬称略）

熊本にもたくさん友だ

私、中野の司会において、９月例会を開会した。

ちがいる。本当に頑張っ

インフォメーションの前に、田中メンより新年号合同例会につい

てください。

て、第二報の案を提示し、合同例会のコンセプトについて、又各

▷佐古さん

クラブのよりの３分間スピーチにおける表彰方法等についての説

モの件、北海道の状態

明がなされた。

でとても困難な状況で

出席要請等、内容についての説明のための他クラブ訪問について

すので、今年度は中止

は役員会において検討すること。

させていただくことと

インフォメーションとして、サンホームスタッフ大西可奈子さん

なりました。他のクラ

より、チャリチーランの支援感謝。佐古、中野両メンより今年度

ブも全部キャンセルに

は北海道での風水害の影響が大であるためジャガイモの販売は見

なっているようです。

送ることが報告され、了承された。

私自体もジャガイモ担

ゲストスピーカーはメンバーの箕浦史郎スタッフよりパワーポイ

当を遠慮させていただくことでお願いします。

ジャガイ

▷大西さん

ントを使い熊本地震について説明された。

とても緊

９月１６日本震が起こった翌日、朝一番で出発し、福岡よりＹＭ

張して心臓がバクバ

ＣＡの車で熊本へ入ったが、何ができるのか想像できない状態で

クしていたけれど、

あり、益城体育館館長がボランテアを指導し、Ｙスタッフ、りー

とても温かい空間で

ダーも支援に回り、他に１２団体が参加していたが、ＹＭＣＡが

好きになりました。

管理者であったのでコーディネートを行った。

▷望月さん

日が経つにつれ、避難者の中高生が自主的に参加し、子供たちが

のすぐ近くに娘が住

制作したポスターを貼ることによって、クレームがなくなった。

んでいる。そこは氾

この様な中で、感じることの必要性、行動することによる未来、

濫もなく落ち着いて

周囲の目を恐れない勇気、賛同者を増やす公平性、公平性を持っ

います。

釧路川

て接することの大切さを痛切に感じた。
ニコニコアワーにおいて、メンバーの東ＹＭＣＡへに対しての考

★第４２期

え方、スタッフよりクラブメンバーの認識のずれを指摘する場面

場所：東ＹＭＣＡ

もあり、両者が話し合いの場を持つことが提案された。

日時：２０１６年９月２９日（木）１９：００〜２１：００
出席者

第４回役員会報告 記：横田憲子
６階

宮本桂子・丸尾欽造・望月強・藤井敬子・中野義彦・田

中惟介・畠平剛志・横田憲子

★にこにこ語録
★
テープ起稿
杉村徹
▷藤沢さん

3週

間横浜から人事交
流できている。各
ブランチ回ってい

１０月例会役割分担

Ａグループ：佐古・藤井・岩坂・横田・

青野・田中
司会：藤井敬子君・

聖句朗読：丸尾初子さん

・食事手配：望

月強君

・食前感謝：佐古至弘君・ニコニコ：当日メネットさん

を指名

受付：望月

１１月ブリテン原稿

音楽：司会者

１０月例会報告・横田憲子君
徹君

役員会報告・横田憲子君

１０月ニコニコテープ起稿・杉村

サンホームニュース・杉村徹君

西日本区次期役員研修会・１０月２２日〜２３日

Ｙニュース・切通菜摘さん

新大阪

巻頭言・中野義彦君

六甲部会・１１月１２日

《審議事項》

ワイズデー

１０月例会は認知症サポーター講習とすることに承認される。11

西日本区

月例会ゲストはイラン生まれ、ペルシャ文化伝道士の肩書をもた

★サンホームニュース★

れるダリア・アナビアンさんに“千夜一夜のおもてなし”をしてい

杉村徹

ただくことを確認する。ワイズ以外の方々にアピールすることに

今年も、10月1日に大阪

で役員会で詳細を検討することとなる。

YMCA内定式が行われ、

子供たちの支援プログラムは３回を終えているが、ワイズは見学

たくさんの内定者が集まり

をしながらこれからのできることを考えサポートしていくことを

ました。ご存じのように大

了承される。

阪YMCA は4法人に分か

東ＹＭＣＡとワイズのこれからの在り方の検討では、ワイズがＹ

れ、社会課題に則した事業

をよりよく理解するため鍋を囲み親しく話のできる場を作ろうと

を行っています。様々な個

提案され早速、11月19日［土］14時から“パンゲア”で会費２０

性と専門性の持ち主が、来

００円〜３０００円内「鍋会」の予定を了承される。

年度からの働きにワクワ

詳しくは

後日連絡すること。

Ｈクライトン

・１１月１０日
第２回役員会・１１月５日〜６日

熊本ＹＭＣA

ク！しています。ぜひ彼ら彼女らの働きにご期待ください！

次期役員選挙委員会メンバーは現役員で選考委員会設立の承認を
される。

★YMCAニュース★

新年合同例会のアピールは7クラブ訪問の希望者を募り１０月・

少しずつ涼しくなり秋の訪れがようやく、感じられるようにな

１１月例会で行うことに。準備を１０月・１１月例会前の17時よ

ってきました。

り企画会を行う確認をする。

河内ワイズメンズクラブの皆様、いつもお支えありがとうござ

今期ジャガイモ購入はクラブ内で価格を１８００円とし、到着日

います。

を１０月２２日［土］に決まる。この件に関しては中野義彦メン

９月２２日のチャリティーランでは、支援金を寄付して頂いた

が担当することに。

こと、当日沿道での整備や、写真撮影など様々なところで活動

次期阪和部Ｙサユース事業主査を選出に関して、宮本桂子メンに

を支えてくださったことに感謝致します。リーダーたちへの

承認される。

「がんばってね！」と暖かい励ましの声がより一層活力となり

１２月例会はサウスクラブとの合同例会を承認され、例会プログ

ました。サンホーム東YMCAに関わる人々が集まり、１日を楽

ラムは両会長一任とする。

しく過せたことをとても嬉しく思いました。

パークレンジャー協会の正野さんより

切通菜摘

「車いすトレッキング」

また、９月１４日よりスタートした「子ども広場（仮称）」で

を府民の森から生駒山あじさい園までの往復をするにあたり、準

は８名のメンバーが集まり、リーダーとともに活動に携わらせ

備から河内ワイズにお手伝いをいただきたいという依頼があった。

て頂いています。今後もより一層、よい活動ができるよう河内

いつもらくらく登山でお世話になっていることから了承される。

ワイズメンズクラブの皆様、サンホームスタッフの方々と手を

《報告事項》

取り合って歩んでいけたらと思っています。どうぞよろしくお

チャリティーラン・・無事に終わりクラブより、１０ｋ走者３名

願い致します。

の参加と飲み物代の支援を行う。 参加者：望月夫妻・丸尾夫妻・
佐古・藤井・藤井コメット・マゴメット

杉村・箕浦・横田夫妻

★編集後記★

畠平剛志

サンホーム大掃除・・・中野メネット・佐古・初田メネット

今号は「文字が小さくて読みにくい」とのお声を受け、文字を

《連絡事項》

1ポイント大きくしました。多少は読みやすくなったでしょう

ブリテン発送・・・・１０月１３日（木）14時より
阪和部主査会・評議会・１０月１５日14時〜16時３０分

か？
宮

その他、ブリテンの構成などお気づきの点がありましたら、ご

本・田中・丸尾

指摘いただけるようお願い致します。

奈良チャリティーラン・１０月１６日

また、ブリテン発送もお手伝いいただけるとうれしいです！次

九州部会

・１０月２日

回のブリテン発送は11月10日を予定しておりますが、編集の

瀬戸山陰部会

・１０月１５日

都合などで変更する場合にはメーリングリストなどを通じてお

西中国部会

・１０月２９日

知らせするように致しますので、よろしくお願いいたします。

10月例会プログラム

１０月〜１１月の予定
毎週水曜日 YMCAこども支援（仮）

受付・会計：藤井敬子・望月強
司会：藤井敬子
開会点鐘：宮本会長
ワイズソング：一同
ゲスト・ビジター紹介：司会
会長の時間
聖句朗読：丸尾初子
食前感謝：佐古至弘
（食事手配：望月強）
食事・歓談
インフォメーション

河内ワイズ
鍋会（仮）

10月13日（木）第２例会（ブリテン作業）★日程変更
10月15日（土）阪和部評議会、瀬戸山陰部会
10月16日（日）奈良ＹＭＣＡチャリティーラン
10月20日（木）例会
10月22日 ジャガイモ到着
10月22〜23日 西日本区次期役員研修会
10月27日（木）役員会
11月5〜6日 西日本区第2回役員会
11月10日 ワイズデー
11月10日（木）第２例会（ブリテン作業）★日程変更
11月12日 六甲部会
11月17日（木）例会
11月19日（土）1400~ 河内ワイズ鍋会（石切パンゲア）
11月24日（木）役員会

「認知症サポーター講習」

11月19日（土）
14::00~16:00
石切パンゲア
詳細次号

HAPPY BIRTH DAY 10月

メネット会の開催

22 日 中野 涌子さん

例会に先だって5時から始めます。
（初田メネット会長）

結婚、誕生祝い
ニコニコ：メネットさん
YMCAの歌：一同
閉会点鐘：畠平副会長

WEDDING ANNIVERSARY

議題は「YMCA子ども広場」に付

１１日 岩坂正雄・千種 夫妻

いて

１５日 青野剛暁・亜希子 夫妻

（放課後、親が仕事から戻ってこ

２７日 横田憲子・充宏 夫妻

られる4時から８時頃まで遊び・
宿題・夕食をＹＭＣＡのリーダー
を中心に共に過ごすプログラムで
す。）

第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

：サンホーム

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

例会場・役員会場

ク

直前会長:横田憲子

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/

