C/O Osaka Higasi YMCA

The Y’s Men’s Club Of

3-1-18 Mikuriya Minami

OSAKA-KAWACHI

Higasi-Osaka JAPAN
577-0034

http://kawachi-ys.org

Chartered Sep.29 1975

“To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right”

２０１7 年 7 月報
２０１７～２０１８年度【主

Vol. 501

7 月６日発行

題】

『選択と集中』 Selection and Concentration
畠平剛志 会長
「新しい友をつくろう！そして今ある友を大切に！」
鈴木璋三 部長
Make New Friends, But Keep the Old One is Silver and the Others Gold
西日本区主題
2022 年に向けて｢心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」
大野 勉 理事
“Healthy mind ＆healthy body make healthy club”
アジア地域主題 「ワイズ運動を尊重しよう」“Respect Y’s Movement”
Tung Ming Hsiao 地域会長
スローガン
「よりよい世界の為に、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」
“Solidify the Y’s Men Family for Better World”
国際主題 「ともに、光の中を歩こう」“Let us walk in the Light-together” Henry J. Grindheim
スローガン 「国境なき友情」“Friendship across the borders”

クラブ主題
阪和部主題

【今月の聖句】

ヨハネによる福音書４章１４節 （選・解説 岩坂正雄）
「わたしが与える水は、その人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る」
――７月１８日は「ＹＭＣＡ安全の日」
。４１年前のこの日、奈良県宇陀川で発生した東ＹＭＣＡ野外活動の水
死事故、小学４年女児の幼い命の尊厳は、私たちＹＭＣＡ人の心に生きる永遠の命となっています。

巻頭言

「再び、選択と集中」

畠平剛志

7 月例会プログラム

3 年前に「選択と集中」を主題に掲げて会長職を拝命してよ
Kick-off・EMC-MC
り河内ワイズは更に会員数を 2 名減少させて、現会員数 15
7 月 20 日（木）18：30～20：30
名となっております。またメンバーの年齢もあがっており、健
司 会
岩坂正雄君
康に不安を抱えるメンバーもおられます。そして私がこれだけ
開会点鐘
畠平会長
短期に会長職を重ねざるを得ないことからも、クラブの勢いと
ワイズソング
一
同
いうものがなくなっていることは残念ながら認めざるを得ません。
聖句朗読
初田眞佐子君
3 年前も同じことを言ったように思いますが、小さくなったクラブで楽しく身
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
畠平会長
内で例会を行い親睦を重ねて 1 年で平均年齢を 1 年づつあげていき、ゆっく
食前感謝
岩坂正雄君
りとエンディングに向かっていくのもそれはそれで幸せなことなのかもしれ
食事・歓談
ません。
インフォメーション
ですが、我々は奉仕団体であるという矜持を持って、より奉仕活動に力を入れ
卓話 YMCA 理解 杉村徹君
て地域社会に存在を示せば、きっと一緒にやりたいと思う人が現れると信じて
結婚・誕生祝い
畠平会長
います。誰かと仲間になるには、額に汗して何かを一緒に作り上げるのが一番
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
の近道です。仲間とする親睦交流は楽しいものですが、それは仲間となった者
閉会点鐘
田中副会長
たちと行うから楽しいのであって、親睦交流だけをする者とは居酒屋の飲み友
達以上の仲間にはなりえません。
幸いにして我々は奉仕活動としては以前より、らくらく車椅子登山を実施していますし、前回の宮本期で障がい
者作品展を実施することが出来ました。そして、それらの場には普段我々と交流のない若い方々も来て共に奉仕
活動をしていただき「ワイズメンズクラブってなんですか？」と聞かれることも多くありました。奉仕の場が人
を呼び、その場こそが奉仕団体である我々の広報の場でもあることを実感として感じておりますそこで今期も「選
択と集中」を主題として掲げたいと思います。我々が選択すべきは奉仕活動であり、そこに集中すべきと考えま
す。年間計画としては、11 月に第 2 回の障がい者作品展を実施し、それに先立つ 1 ヶ月前の 10 月には障がい
者に対する理解を深めるために、NHK 教育「バリバラ」などにも出演経験のある障がい者バンド「大阪チャチャ
チャバンド」をお招きして公開例会を実施したいと計画しています。また 4 月には今年もらくらく車椅子登山を
実施したいと思います。皆様ご協力よろしくお願いいたします。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１７年 ７月報
６月例会報告

畠平剛志
2017 年 6 月 15 日（木）18：30～20：40
出席者
（敬称略順不同）
メン：
望月・畠平・宮本・横田・藤井・田中
佐古・丸尾・杉村・中西・岩坂（11 名）
メネット：
望月・初田・大藪・佐古（4 名）
ヴィジター：鈴木璋三・鈴木良洋・東良学・恵美奈博
光
松岡虔一・寺岡博也・吉田全孝（サウス）
飯沼眞（泉北）・坂本智（紀の川）
今井利子（なかのしま）・下村崇史（11 名）
合計出席者 26 名
丸尾メンの司会で、宮本会長による開会点鐘をもっ
て定刻に例会が開始された。
会長の時間；先日実施された「第一回ワイズ障がい者
作品展」が CATV により取材を受け、放映された番組が
披露された。
鈴木阪和部長により「河内クラブでは次期部長とし
て横田メンが決まっており、お一人お一人に与えられ
た役目を果たして活躍されている。サウス同様、高齢
化問題はあるが、若者とお互いに認めあって活躍され
るように望む」とのご挨拶をいただき、YMCA のキャン
プソングとともに主題を披露された。この後、鈴木書
紀の挨拶の後、飯沼メネット主査より「メネット会は
一年間子供たちのことを考えるメネット事業を行いた
い、阪和部会当日 10 時から 12 時に南 YMCA でメネット
会を行う」
、当クラブの宮本 Y サ主査より「鈴木部長の
意向もあり、YMCA との連携を良くしてタイムリーな支
援を行いたい」、のちに坂本 EMC 主査より「例会のメネ
ットやビジターなどを足した全参加人数をメンバー数
で割った例会充足率を本年度は算出する、9 月 9 日に
EMC 研修会を行う」と連絡があった。
つづいて鈴木部長によって会長交代式が実施された。

和やかな会食の後、寺岡実行委員長より阪和部会（9 月
16 日）、東メンより南 YMCA でのライブラリーコンサー
ト 100 回記念（8 月 27 日）のアピールがあった。
会員卓話として東大阪市議でもある中西メンより「ま
ちを変える介護予防、日常生活支援総合事業」がスラ
イドやパンフレット、チェックリストとともに披露さ
れた。
世界でもまれな高齢化、要介護者の激増を受けて同事
業は東大阪市では平成 29 年 4 月より、地域での生活支
援、介護予防を目的として実施されており、自治会や

老人クラブ、そして例えばワイズメンズクラブの
ような団体が主となって事業を実施することが出来る
のが特徴で、それぞれの市町村の特色が出る今までに
ないサービスとなる。ただまだはじまったばかりであ
り、補助金の申請などはまだ少なく、これから「まち
を変える可能性がある」事業といえる。なお介護予防
事業には地域包括支援センターが重要で、サンホーム
も支援センターである。卓話終了後も活発な質疑応答
もあり、参加者も興味津々の話題だった。

この後ニコニコが実施され、
20:40 畠平副会長の閉会点鐘により例会終了となった。

にこにこ語録
起稿
杉村 徹
岩坂 先月、医者から胆のうがんだと診断を受けた。
摘出手術を受けることになった。ところが精密検査を
受けたら胆石の粒々が固まったものだった。ホッとし
ました。今日の例会は晴れやかな気持ちです。
吉田（サウス）岩坂さん、良かった。私も最近体調がい
いもんですから、例会にも来れました。
寺岡（サウス）中西さんのお話し、勉強になりました。
阪和部会よろしくお願いします。
松岡（サウス）血糖値が高くなって眩暈がして 2 月にひ
っくり返った。血糖値を下げる薬を飲んだら余計に目
が回って。今聞いたらお隣の人は３つ飲んでる！と。
私は 1 つだけ（笑）
。気分のいい時は！？また参加した
いと思います。
恵美奈（サウス）河内ワイズは、地域に密着した活動を
するという目標でクラブが発足したと聞きました、障
がい者作品展、まさしくその通りと思いました。
今井（なかのしま）中西さんありがとうございました。
足の手術をした時に要介護１をもらったけど、かかり
つけ医から「一人でなんでも自分でできるし、もうい
らんやろ」と言われて無くなった。市の財政のせいだ！
と思ったけど、喜ばないといけないなと思いました。
でもちょっとおいといて欲しかったかな（笑）
。
坂本（紀の川）誕生日祝いありがとうございます。基本
チェック、一応セーフかなと思いますけど、健康に気
を付けて頑張ります。
飯沼（泉北）今日は年金支給日。住民税とか天引きにな
っている。病院に行ったら血糖値が上がっている。な
んとか体持ち直したいと思います。来月、猪瀬師匠の
落語会があります。ぜひお越しください。
「オモシロな
かったら参加費返せよ」とある人に言われてますが…
（笑）
。

―２―
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東（サウス）宮本さん。これからは主査になるというこ

初田（メネット）チェックの方は良かったんですけど、
とで、また力を合わせて頑張りましょう。
バナーとニコニコの用意を取りに行ったのに、片方忘
れてしまって…。大丈夫かしら（笑）
鈴木良 （サウス） 初めて自分の誕生月に来ました。「6
月に行くよ」と言うと、
「来んでいいっ！」と言うクラ
望月（メネット）あちこち悪いですが、足腰は大丈夫で
ブもある（笑）
。プレゼントありがとうございます。一
す。頑張っていきます
年間頑張ります
にこにこ合計、￥21,120 でした。
丸尾 今日は司会を務めました。まとめの月に、ちょ
第４３期 第 1 回役員会報告
っと不慣れなもんで、申し訳なかったと思います。カ
“選択と集中”
メラに電池が無くて、チェックリストに引っかかって
西日本区強調月間 評価・計画
しまいました。
出席者
畠平・横田・宮本・田中・望月
畠平 先月障がい者作品展を実施しました。終わって
作品を返す時に、
「いいね」シールを見て、出展者に喜
7 月例会 7 月 20 日（木）18：30～20：30
んでいただいた。見に来られた人もそうだが、出して
くれた方に喜んでいただくことが大切と思います。公
卓話「YMCA 理解」杉村 徹君
開例会では「大阪チャチャチャバンド」をお呼びしま
例会役割分担
す。次男も参加します。一年間、会長、よろしくお願
司会
岩坂正雄君
食事手配
望月 強君
いいたします。
聖句朗読 初田眞佐子さん 食前感謝 岩坂正雄君
にこにこ 当日指名
宮本 本当に一年間ありがとうございました。元気で
受付 望月＆藤井会計 CD 操作 司会者
過ごしていますが、ハンディキャップもある中で、皆
8 月号ブリテン原稿
さんに支えてもらいました。本当にありがとうござい
7 月例会報告
横田憲子君 巻頭言 宮本桂子君
ました。
ニコニコ起稿
杉村徹君
鈴木璋（サウス）阪和部長という役で、初めて河内ワイ
役員会報告
横田憲子書記
ズに来れました。宮本さんはアベノで主事だった時の
Ｙニュース
切通菜摘さん
リーダーでした。これからも頑張っていきましょう。
サンホームニュース 杉村 徹君
田中 ニコニコで言うかどうか迷いましたが…。先日、
原稿締め切りは 7 月 28 日（金）です。厳守！
父が 105 歳 10 か月で永眠しました。感謝したいと思い
報告・連絡事項・審議事項
ます。
杉村 私、介護の仕事をしてきた中で、人間、やっぱ 《報告・連絡事項》
1,評議会報告 別掲
り食べなくなったらダメだと。今日、皆さんの食べっ
《審議事項》
ぷり、本当にすごかった。皆さん、本当によく食べる！
（笑）
1. ８月例会の件
担当 横田＆全員
大藪（メネット）基本チェックリストして、どう見ても
＊通常例会の８月１７日（木）１８：３０～２０：３０
私、サービスは受けられないと思いました。以前、骨
＊場所 天王寺区たかつガーデンより東へ５分
密度を測ったら、骨だけなんと！20 歳になっていなく
て。
「骨だけ」はいいと。すっごく食べるし、血糖値が
“ブチェイデ”イタリアレストラン
高くて…。今年度の役員さん、お疲れ様でした。
貸切で４０名まで食事可能の部屋である。
横田 宮本さん、お疲れ様でした。次年度はＹサ主査。
＊会費 ５０００円
よろしくお願いいたします。
望月 会計を毎年させていただいている。文章書くの
＊オークションの献品を２点とする。
が大嫌いなのに、来期はブリテンを任されて。岩坂先
＊阪和部連絡主事の宮本修司さん出席
生にも今からお願いしています。頑張ります。
リーダー招待で「子供広場の現状」の報告を予定。
中西 今日はどうもありがとうございました。機会を
いただいてありがとうございました。誕生日、やっぱ
2, ９月例会
担当 畠平＆Ｂ班
り言うとくべきですね（笑）
吉田修さんの卓話予定で内容は未定です
3, １０月公開例会
担当 畠平
藤井 ケーブルテレビに映っているのをみて、孫は嬉
しそうに帰っていきました。チェックリストが見えに
１０月７日（土） １５：００～１７；００
くくなっていることに気づきました
ＹＭＣＡサンホーム ６階
佐古 中西さん、ありがとうございました。私は要支
入場無料 ただしワイズメン・メネットは１０００円の
援２です。要介護３を介護しています。
登録料とすることに承認される
佐古（メネット）誕生日のお祝いをありがとうございま
4, １１月例会
担当 宮本
した
［第２回障がい者作品展］の日程が決まり次第 例会日の
下村（サンホーム）ちょっと中性脂肪が多いんです。し
案内をする。
まなみ海道などロードバイクに乗って健康維持しよう
5, １2 月例会
担当 田中
と思います
―３―
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第２０回西日本区大会

菊池市民会館で

開催されました

6/10～6/11

大会報告 横田憲子
地震を乗り越え 「未来に繋ぐワイズ魂」として第２０回西日本
区大会を岩本悟理事と支えられた熊本のホスト皆様が９００名
近くの来場者を迎え開催された。
菊池市民会館の入り口に着くなり岩本理事が歓迎の握手で出迎
えて下さった。私たちもこの日を迎えられることを１年前に想像
できたでしょうか。本当に感慨深い到着でした。
理事の心配はいろいろおありだったことでしょうが１番は
時間に始まり時間に終わるというワイズのモットーが会場移動
にもかかわらず実践できたことと思います。スタートは岩本理事
が１年間ご苦労された会長のねぎらいを舞台でされ宮本会長も
堂々と理事と握手をされた。
今期エクステンションを目標に挙げておられた岩本理事は京都と熊本にクラブ設立があり舞台で会員のご
紹介があったこと、９０歳メンの入会に理事表彰を手渡されたのが新しいことでした。ここで、岩本悟理事よ
り次期大野勉理事に引き継がれ次の舞台の幕が上がりました。熊本城修復工事中のシートを見ながら、熊本の
ワイズメン・メネットの明るい対応で思い出に残る第２０回大会でした。河内クラブからは宮本夫妻・丸尾・
横田の４名出席でした。
２９期 第１回 阪和部評議会報 告横田憲子
阪和部第４回評議会報告 宮本桂子
日時 ２０１７年６月１７日（土）13：00～14：30
場所 大阪南 YMCA ２F ライブラリー
評議会は、生駒義範 阪和部長の開会宣言・点鐘によ
り開会した
ワイズソングの後、部長挨拶と進み各クラブ会長より
１年間の活動報告がなされた。
続いて、事業主査・委員長の報告、連絡主事の報告と
続き、議案、協議に入った。
議案 第１号議案
2016~2017 年度第３回評議会議事録の承認について
承認
第２号議案
「デコポンの販売収益金」の取扱いについて
議案取り下げ

６月１７日（土） 15：00～17：00
第１回 協議事項は次の通りです。
第１号議案は 阪和部長方針・活動計画に記され
「ワイズバディシステム」の提案、各事業委員会主幹
の活動、第２９期の諸行事の説明がなされ、
「ワイズ
バディシステム」の実施については各クラブで方法論
を考えるという条件付きの全員一致で承認される。
第２号議案は 西日本区事業委員会規則第１条に
示された５つの事業委員会以外に「広報・情報委員会」
を前期と同じく設ける。委員長は各事業主査と同等の
役割と責任をもつこととする案を全員一致で承認さ
れる
第３号議案は 今期役員を一括承認で了承される。
第４号議案は ２９期阪和部予算案承認の件は一
部修正で全員の承認を得る。

協議 第１号協議 西日本区理事を輩出する際の支
援費用の積立てについて。出席者による協議がなされ
た
報告、連絡事項等 YMCA の歌へと進み 生駒阪和部長
による閉会宣言・点鐘により評議会は終了した

（新旧役員 交代式のあとで

記念撮影）

（次期部長
横田憲子 Y’s）

（Y サ事業主査として

―４―

抱負を述べる宮本 Y’s）

写真で見る西日本区大会 映像提供 丸尾欽造

ＹＭＣＡニュース

切通菜摘

今年度も実施をしている「子ども広場」

バナーセレモニー
リーダーと参加するお友だちとの関係性、お友だち同
士の関係性もずいぶんと強くなってきました。参加す
るお友だちも、子ども広場が安心する場所となり、
「こ
のメンバーでもっと遊びたい！」
「お泊まりがしたい！」
とやりたいことへの夢が膨らんできています。現在は、
その夢をどうしたら叶えられるのか、お友だちやリー
ダーみんなで様々なアイデアを出し合っています。

生駒部長の報告

らくらく車椅子登山が報告された

リーダー会でもぜひ、その夢を実現させたいという思
いで、
「子ども広場キャンプ」実施に向けての準備を進
めています。
阪和部

集合！

サンホームニュース

杉村 徹

「ＹＭＣＡ唄おう会開催します！」

開会前奏

岩本悟理事のご挨拶

来る 7 月 30 日（日）に今年度最初の「ＹＭＣＡ唄おう
会」を開催します。このプログラムは昨年度から始ま
り、通算 5 回目の開催です。参加者からも「次はいつ
するの？」と大好評をいただいており、実は、すでに
応募者多数のため 7 月開催分の募集は一旦終了してい
るほどです。食生活創造室の堂本主任が、
「地域に愛さ
れるＹＭＣＡとなるために、そして「唄おう会」をき
っかけにボランティアに興味を持っていただけたら」
という思いで始まりました。もし、ご興味のある方が
いらっしゃいましたら、杉村までご連絡ください。

―５―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West July 2017
HAPPY
１２日
２１日
２３日
２７日

BIRTH

７月－８月の予定

7月

DAY

7月

初田眞佐子さん
新本 力子さん
杉村 由香さん
横田 憲子さん

WEDDING

6 日（木）ブリテン印刷・発送・第２例会５時～
２０日（木）第１例会 サンホーム６階
⒉７日（木）役員会
サンホーム６階

8月

ANNIVERSARY

3 日（木）第２例会・ブリテン印刷・発送
１７日（木）上六 レストラン ブチェイデ
２４日（木）役員会 サンホーム６階

今月は該当者がおられません

西日本区強調月間

７月 Kick-off EMC-MC

MC―新会員増強と意識高揚：楽しく出会いのある例会作りを通して会員候補を発掘し、
メンバー相互が例会・事業などで親睦を図り、このような仲間を増やしたいという意識を高めましょう！
三科仁昭 EMC 事業主任（京都東稜クラブ）

８月

納涼例会のご案内

編集後記

日時 ８月１７日（木） 6：30～8：30

ワイズに入会以来 42 年、ブリテン編集を携
わるのが、初めてです。文を書くのが苦手で避
けてきました。クラブの高齢化と会員減の状態
でやむなく引き受けましたが、運悪くか、運良
くか分かりませんがエスケープ。編集の大切な
時期に人生初の日本海クルーズに出かけまし
た。ロシアのウラジオストクに寄港しシベリア
鉄道に体験乗車に引かれ昨年暮れに予約してい
ました。編集を経験者、田中君の力を借りまし
た。帰国すれば既に編集後記の欄以外全て完成
していました。彼からは今回限りと云われてい
ましが、旅好きの私には約束を破りそうです。
スタートを切ったばかりです。みな様からの
原稿・写真等をお送りください。資料がなけれ
ば何も出来ない私です。ご協力をお願いしてい
ます。
望月強

会場 上本町～下味原の中ほど、北側
レストラン ブチェイデ

住所
大阪市天王寺区小橋町 12-15
エバーグリーン上本町 104
TEL：06-6765-9329
会費 ￥５０００―

＊船旅で不思議な出逢いが有りました。次回
機会があればお話しします。

オークションの献品をお願いします。

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
６ 月例会出席者数（会員）

１５名

ゲスト・ヴィジター出席数

１１名

２名

メネット・コメット出席数

４名

⒉名

功労会員・広義会員出席数

⒉名

１１名

６例会出席者総数

にこにこ献金
６月分

２１、１２０円

今期累計１３７，２８６円

２６名

メイクアップ

名

６ 役員会出席者数

５名

６ 月の出席率

％

６月会員延べ出席者数

１６名

第 43 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:畠平 剛志 副会長: 田中惟介 書 記:横田憲子・ 会 計:望月 強・藤井敬子
メネット会長：望月治子 直前会長:宮本桂子 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

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL 06-6787-3733

http://kawachi-ys.org/

―６―

