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分かったこと』

岩佐いちご農園

田中惟介

阪和部地域奉仕環境事業 東北支援ツアーに参加し3/10〜11の２日間、仙台YMCAのお世話に
なりながら宮城、福島浪江周辺を視察してきました。
被災のすさまじさや復興の進捗状況や帰還困難地域の実情などその地に立って肌に感じ難問山
積の実情を実感しました。 機会が有ればいつかそれらをお伝えしたいと思います。
震災後、間もなく仙台YMCAから イチゴ農園の井戸掘り資金支援要請が有りました。
それをブリテンにも掲載し、期日についての問い合わせなどしたことなどを憶えています。なぜそこへ ピンポイントで支援
するのかを疑問に思った事もありました。それがこの度、訪問したことで氷解したことを書こうと思います。始まりはボラン
ティアセンターから山元町の岩佐農園へ瓦礫の除去に向かうよう要請された事でした。ビニールハウスが流され泥混じりの瓦
礫の除去は大変な作業でした。
復興に向け1.5Mの砂が入れられハウスの再建もなされたのですが塩分を含んだ水では栽培できず、かといって水道水ではコ
ストがかさみ 人海作戦で雨水だめのプールを作ったりしても十分賄えない と言う実情から井戸を掘ったところ40Mの深
度から真水が湧き大きく前進したそうです。
流された苗も 栃木の“とちおとめ”の苗を植え その後わずかに残っていた地元の苗も増やし出荷するに至ったようです。そ
の姿は他の生産農家の励みにもなり 山元町の他のイチゴ農園もいちご狩りでにぎわい始めています。又兵庫の高校生たちも
仙台YMCAを通じ５年にわたり作業の支援活動を継続しています。震災後一ヶ月間声が出なかったという農園の奥さまは元
気になり、収穫したイチゴを沢山下さいました。 当初のきっかけが連鎖し その絆が活動の原動となることを深く感じた
事でした。仙台YMCA村井総主事、清水理事長、仙台ワイズメンズクラブ吉田会長に大変お世話になったことを付記してお
きます。
【今月の聖句】【ヨハネによる福音書15章5節】
「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。」ーワイズメンは、YMCAの活動を支え、奉仕する枝で
あります。ー（選・解説

岩坂正雄）

2015〜2016年度【主

★西日本区強調月間

YMCAサービス

ASF★

YMCAの愛と奉仕の活動を支援しつつ、次代を担うユ

題】

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!

ースの育成に力を注ぎましょう！

副題「活力ある阪和部に躍進しよう」
西日本区主題

堤 弘雄Yサ・ユース事業主任（熊本クラブ)

「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!
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

１5名

ゲスト・ヴィジター出席数

9名

にこにこ

1名

メネット・コメット出席数

7名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

16,000

3月例会出席者（会員）

8名

2月例会出席者総数

18名

今期累計

メイクアップ

1名

2月役員会出席者数

6名

141,340

3月の出席率

64％

24名

（円）

アジア地域主題

ワイズ運動を尊重しよう

Tung Ming Hsiao 地域会長
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

“Our Future Begins Today”

私たちの未来は、今日から始まる
JOAN WILSON 国際会長

スローガン
2月延べ出席者数

“Respect Yʼs Movement”

“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

★3月メネット例会報告

記：望月治子

出席者
メン：宮本・岩坂・杉村・田中・丸尾・橫田・佐古・藤井・
望月
メネット：大藪・中野・新本・初田・望月
（マゴメッ
ト 藤井）（サポーター 小川）
ゲスト：（紀の川クラブ 西岡メネット主査・坂本メン）
（奈良クラブ 杉浦メネット・西口メネット）（サウスク
ラブ 吉田メネット・恵美奈夫妻）（なかのしまクラブ
今井メン）
ゲストスピーカー：津田美起子様
3月のメネット例会は“五感で楽
しむ中国茶”卓話を聞き、お茶会
を楽しみました。紀の川クラブの
坂本智様のご紹介で津田美起子先
生（中国語の講師）です。五つの
白いテーブルには可愛いお花を飾
り中国茶芸の蓋碗、茶杯 お茶菓
子をセットをしてメネット会らし
い会場です。
大藪メネットの司会で始まりま
した。初田メネット会長の開会点
鐘と歓迎の挨拶が有り、次ぎにメ
ネットソングを歌いました。中野
メネットによる聖句朗読と新本メ
ネットが亡くなられたご主人と河内のメンバーに感謝の気
持ちを込めた心に残る食前感謝のお祈りをされました。食
事はキッチンオリタから春を演出した華やかなお弁当を戴
きました。 いよいよ中国茶の実演、赤く美しい中華風の
テーブルクロスの上に茶道具の大きい茶盤・茶壺・茶杯・
聞香杯等が用意されました。それぞれの使用役割を分かり
安く説明されました。時折中国語を交えお茶の歴史をお話
しされました。
中国茶は緑茶、白茶、黄茶、青茶、紅茶、黒茶と六種類
が有り、発酵により同じ茶葉を製造法により様々の種類に
作られる。今日は４種類のお茶を頂きました。
始めに中国浙江省で栽培された径山茶（緑茶）７０℃〜
８０℃のお湯で立てたお茶を頂きました。次ぎに台湾阿里
山で育った烏龍茶（青茶）を頂きました。次ぎに中国で一
番古い紅茶、中国福建省の正山小種（紅茶）を戴きました、
香りは正にアールグレイ的で美味しく頂きました。最後に
中国雲南省の小青柑（黒茶）小さな柑橘類に茶を詰めて乾
燥させてお茶葉を１００℃のお湯を注いで立てて、先生が
各テーブルに回り指導を頂きました。烏龍茶は小さく細い
円筒形の聞香杯に注ぎ、それを小さい茶杯をかぶせ両手両
指でしなやかな手つきで逆
さに返す、茶杯に移したお
茶を飲みます。円筒形の聞
香杯に鼻を近づけ薫りを楽
しみます。今宵は中国茶で
心身共にリラックスさせて
頂き五感で愉しみました。
結婚・誕生祝いとニコニ

コ献金と進みYMCA
の歌に引き続き宮
本会長の閉会点鐘
で終了しました。
最後に女性のみの
メネット集合写真
を撮り散会しまし
た。

★3月ニコニコ語録
テープ起こし 杉村徹
▷吉田さん：今日は
「五感で愉しむ」中国
茶の世界でした。楽し
くて「六感」を楽しむ
ような感じもしまして、
ありがとうございました、
▷望月さん：今日はありがとうご
ざいました。
▷西口さん：ありがとうございま
した。中国茶と聞いて、「行きまー
す！」と。すごく楽しく参加しま
した。五感を開いてこれからお茶
を飲みたいです。
▷杉浦さん：西口さんは特別メ
ネットとして、奈良クラブにおら
れます。これから交友を深められ
ると思います。よろしくお願いし
ます。
▷坂本さん：昨年の国際大会、
台湾で望月さん夫妻とお茶を体
験し、紀ノ川クラブで津田さん
にお茶のことを勉強して、ちょっ
とはまってきました。これから
も楽しみたいです。和歌山にもぜ
ひお越しください。
▷西岡さん：先日の交流会にお
越しくださってありがとうござ
いました。ドライバーの坂本さん、
そしてアシスタントの西岡でした（笑）。
▷恵美奈さん：中国茶の作法というのは
知らなかった、今日から始めたいのだけ
ど、お茶のセットを揃えるのが…。楽し
かったです。
▷恵美奈（メン）さん：ボディーガート！？としてきまし
た。楽しかったです。
▷今井さん：楽しい時間でした。
西日本区を見るとメネット会主
催の例会が少なくなってきまし
た。河内クラブは例会前に会を
もって、ファンドのための準備
をしたりしています。今日の準
備もしっかりされて、おいしい
お茶とお菓子ありがとうござい

リーダー会長として活躍した、三好蘭さん（ぴょんリー
ダー）がＹＭＣＡを卒業されます。河内ワイズメンズクラ
ブから宮本会長が選んで頂いた名刺入れを贈りました。当
日、宮本会長が欠席されたのでＹＭＣＡサービスの望月が
代理でお贈りいたしました。 クラブからの出席者 丸尾・
佐古・箕浦・望月メン・メネット

★42期

ました。
▷津田先生：五感で愉しんでいただけましたか？六感の方
も！？お茶を通してたくさんの人と出会いました。今後と
も「茶縁」を大切にしていきたいと思います。今日はあり
がとうございました。
▷初田さん：今日は盛会で楽しくできました。お手伝いく
ださった、田中さんありがとうございました。

★阪和部メネット交流会

報告

初田真佐子

３月３日、桃の節句に合わせて開催されました。加太淡島
神社で雛流しが行われます。その華麗な神事を見学いたし
ました。神殿から３艘にお雛様を満載した小舟を女性達で
担ぎ海岸まで運び、引き船に引かれて沖に見送ります。あ
まり見ることな出来ない素晴らしい行事を体験できました。
昼食は少し離れた小高い丘に登るとそこは紀伊水道、天候
にも恵まれ友ヶ島に手が届くほどの絶景です。休暇村紀州
加太で鯛づくしの昼食を戴きました。食後は阪和部メネッ
ト会らしくお喋りタイムで盛り上がりました。素晴らしい
企画された西岡阪和部メネット主査、紀の川クラブの女性
の方々に感謝いたします。
河内からの参加：丸尾夫妻・望月夫妻・中野メネット・初
田メネット

★東YMCA全体リーダー会

報告

望月強

3月20日に年間活動報告会が東YMCAでありました。活動
の場は大阪の数箇所に分かれています。リーダー達はそれ
ぞれの場に出向き子供達とプログラムを行っています。
互いのリーダー達の活動を理解する場です。全てのリーダー
達が、拘わっている子供達が成長していく様を発表してい
ました。活動を通して子供達以上にリーダーがに成
長していると私は感じました。

第10回役員会報告

記：横田憲子

日 時：２０１７年３月２３日 １９：００〜２０：４５
場 所；サンホーム６階
出席者：宮本・田中・望月・藤井・横田
《審議事項》
１、４月例会役割分担 担当Ａ班（佐古・田中・藤井・岩
坂・横田・青野）ゲスト：松下裕恵さん（堺クラブ） タ
イトル：「生活と和紙」 司会：田中惟介君
聖句朗読：
佐古至弘君
食前感謝：岩坂正雄君 食事手配：望月強
君
にこにこは当日指名
受付会計：望月強君・藤井
敬子君
ブリテン原稿
原稿締め切りは４月２８日 ５月例会報
告：岩坂正雄君
４月にこにこテープ起稿：杉村徹君
役員会報告：横田憲子
Ｙニュース：切通菜摘さん サ
ンホームニュース：杉村徹君 巻頭言：箕浦史郎君
２、５月例会について。
プログラムに関して検討中
３、クラブ研修会について。
今期は行わないことに意見一致する。
４、作品展準備進捗状況。
タイムテーブルの詳細を出していただき、役割分担の検
討をしていくことに承認される。
５、“らくらく車いす登山”について。
４月２２日（土）１３時よりサンホーム１階ロビーで登山
の準備を行う。
５、４月９日１４：００〜１７：００、ＹＭＣＡサンホー
ム２０周年記念礼拝には献金として１万円準備することに
承認された。
《報告事項》
１、３月３日 阪和部メネット交流会 加太淡島神社 参
加：中野メ・初田メ・望月夫妻・丸尾夫妻
２、３月４日 ＹＹＹフォーラム 南ＹＭＣＡ
参加：
宮本・望月・横田 テーマ「ＹＹＹｓって・・？」奈良Ｙ
ＭＣＡ総主事 三枝 隆さんより講演 リーダー：１４
名・ワイズ：４２名の出席で和歌山・奈良・大阪ＹＭＣＡ
のリーダー活動報告と各クラブの事例報告をされる。今、
卒Ｙリーダーの活動として奈良クラブで仮装チャリティー
ランへの参加事例報告があった。『・・ラララ おじいちゃ
んになっても、おばあちゃんになっても、ずっとずっと一
緒に暖かく付き合ってたいね ね ね。』と歌って閉会と
なる。
３、３月１０日〜１１日 東北支援ツアー 参加：田中・
望月夫妻
《連絡事項》
１、４月２日(日)堺クラブ５５周年・長野クラブ４０周年
合同例会 ノバティホール １２：００〜
２、４月２３日(日)“らくらく車いす登山”

★サンホームニュース★

杉村徹

4月 例会プログラム

9月から始まった「ＹＭＣＡこども広
場」ですが、6年生のＳさんが、小学校
を卒業されて中学生になりました。本
当におめでとうございます！こうして子
どもたちの成長に立ち会えることが本当に嬉しく、これか
らもこのプログラムを行っていこうと強く思いました。
さて、ＹＭＣＡサンホームには、この春も新しく職員が入
職いたしました。新卒採用の3名（20歳前後！）とも特養
に配属となり、3月末から業務習熟のため来館しています。
後日改めてご紹介をいたします。どうぞよろしくお願いい
たします。

★YMCAニュース★

4月20日(木)
PM6：3０〜8：30
受付
望月強・藤井敬子
司会
田中惟介君
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
宮本会長
聖句朗読
佐古至弘君
食前感謝
岩坂正雄君
インフォーメーション
卓話
松下裕恵（堺クラブ）
“生活と和紙”
結婚・誕生祝い
ニコニコ
ＹＭＣＡの歌
一同
閉会点鐘
畠平副会長

切通菜摘

3月末のキャンプ、集中クラス、子ども広場を最後に今年度
の活動が終了します。
皆様のお支え、お見守りの中、子どもやリーダーがいきい
きと活動できましたこと感謝申し上げます。
今年度東大阪地域リーダー会会長を担当しておりました、
三好 蘭(ぴょんリーダー)リーダーが大学を卒業し、ユース
ボランティアリーダーの活動に一区切りをつけました。
YMCA活動で経験したことを今後に活かしてくれることと
思います。
次年度より、東大阪地域リーダー会会長は石木 茉莉(てま
リーダー)が担当致します。
今年度以上に皆様と手を取り合いながら、ともに活動を進
めていきたいと考えています。
今後もよろしくお願い致します。
写真は大阪YMCAユースボランティアリーダー活動感謝会
の様子です。

ゲストスピーカ―
松下

裕恵

プロフィール
Matshushita

Hiroe

主に典具帖紙という、カゲロウの羽に例えられる世界一薄い色
和紙を、切る、貼重ねる、ちぎるなどを繰り返して、色の混色、
形の表現をしている。
2012年〜2016
2003年〜

大阪府西成高校福祉学科にて年2回特別授業

土木建築会社を退職。以後貼切絵の他、挿絵、絵

画講師などとして活動
1984年

土木建設会社にてデザイナー兼現場担当として勤務

1984年

京都市立芸術大学美術学部日本画科卒業

出版
「毒キノコ今昔」（思文閣出版）

表紙絵、挿絵

「きのこの語源・方言事典」「目に効く温泉」

★第一回ワイズ障がい者作品展募集★

畠平剛志

第一回ワイズ障がい者作品展、作品募集中です！5月
25〜27日作品を東大阪市役所ロビーに展示します。絵
画や手工芸品など、今まであまり展示会などに出したこ
とのない方の作品を特にお待ちしております！応募は宮
本会長か私の方まで。5月25
HAPPY BIRTH DAY 4月
日（木）は開会式でお披露
２日 丸尾初子さん
目をする予定です。
WEDDING ANNIVERSARY

★編集後記★

畠平剛志

あと2号！編集、頑張ります！

１０日 杉村徹・由香 夫妻
２３日畠平剛志・明子

夫妻

第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

ク

4月〜５月の予定
毎週水曜日 YMCA子ども広場
4月２日（日）堺クラブ55周年・長野クラブ４０周年合同記念例会
4月6日（木）ブリテン印刷
４月9日（日）YMCAサンホーム20周年記念礼拝
4月20日（木）例会
４月２２日（土）らくらく登山準備
4月23日(日)らくらく車椅子登山
4月27日（木）役員会
5月11日（木）ブリテン印刷★日程変更
5月18日（木）例会
5月25日(木)〜27日(土)
障がい者作品展（25日開会式）
5月25日（木）役員会

ラ

ブ

役

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

挿絵

直前会長:横田憲子

会 計:藤井敬子・望月強

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

東大阪市御厨南３−１−１８

