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巻頭言     

 「過去は未来への栄養源」     岩坂 正雄 

アベノミクスが吹き荒れた 2013 年は「特定秘密

保護法」強行成立で、数の力による独裁のにおいを残

して過ぎ去った。戦前の軍事国家主義の時代を支えた

「治安維持法」を思い出して、この国・社会の未来に

不安を覚えざるを得ない。 

 一方この年 2013 年は、２０世紀の偉大なる良心ネルソン・マンデ

ラが召天された年であった。南アフリカのアパルトヘイト（人種差別

主義）との闘いで２７年間の獄中生活を経て、南アフリカ共和国初の

黒人大統領となり、白人への憎しみと報復よりも和解と共存を願って

“許しと融和”の国作りを進めた。その追悼記念式には世界の指導者

が集い、日本からも皇太子が参列され、その偉大な働きに敬意を表さ

れた。1990 年の初来日時、大阪扇町公園で開かれた歓迎集会には 3

万人が集い、そのお世話を南ＹＭＣＡが担当協力したことを思い出す。 

 「過去は未来への栄養源」とは司馬遼太郎の言葉だが、栄養素には良いものと悪いものがあるものだ。

“心眼を研ぎ澄まして”悪い栄養源を見きわめるワイズダムの知恵と識見をはたらかせよう。 

            ２０１３～２０１４年度【主  題】 

クラブ主題  『選択と集中』 Selection and Concentration              畠平剛志 会長 
阪和部主題  「若さと行動」Youth & Action 今こそ行動するとき        飯沼 眞 部長 

西日本区主題 「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」          高瀬稔彦 理事 

“Attend club meeting with a clear motive to make the most of them.” 

 スローガン  「経験がワイズを育みます」 “Your experience makes you a good Y’s man” 
アジア地域主題 “Start Future Now” 未来を始めよう、今すぐに        岡野泰和 地域会長 

 スローガン  “One Asia One World” ひとつのアジア、世界はひとつ   

国 際 主 題 “Go Ye Into All The World” 全ての世界に出て行こう   Poul V. Thomsen 国際会長 

スローガン   “Extension,Extension, Extension”エクステンション、エクステンション、エクステンション 
 
【今月の聖句】 コリントの信徒への手紙Ⅱ ４章 18 節        （選・解説 岩坂正雄） 

「見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続します」 

― 年改まって身も心も新たにし、昨年ブリテン１０月号“Wind From Kawachi”に述べられた編集子の 

ことば「視乎冥冥、聴乎無声」（心眼を研ぎ澄まし見えないものを見、聞こえない声を聞こう） 

を深く心にとどめる年としましょう ― 

The Y’s Men’s  Club  Of 
OSAKA-KAWACHI 

Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 
 

C/O Osaka Higasi YMCA 
3-1-18 Mikuriya Minami 
Higasi-Osaka JAPAN 
577-0034 
http://kawachi-ys.org 

 
1 月例会プログラム 

1 月 16 日（木）サンホーム 6Ｆ 
         6：30～8：30 
司会        望月 強君 
開会点鐘       畠平会長 
ワイズソング     一  同 
聖句朗読      中野義彦君 
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 
会長の時間      畠平会長 

役員選挙 
食前感謝      新本英二君 

食事・歓談 
インフォメーション 

オークション 正野・中野君 
結婚・誕生祝い    畠平会長 
にこにこアワー 
ＹＭＣＡの歌斉唱   一  同 
閉会点鐘      正野副会長 
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12 月例会報告  
 ２０１３年 12 月 5 日（木）18:30～20:45 

              報告 望月 強 

出席者(敬称略) 

メ ン  畠平・新本・田中・藤井・佐古・丸尾・望月 

宮本・大谷・中野・正野・杉村 

広義会員 岩坂 

メネット 中野・伊藤・丸尾・望月・大藪・初田 

ゲスト  ハニースマイルズ  

恵美奈博光・富紀子・佐藤佐恵子 

＆ビジター 

高瀬稔彦（西日本区理事） 

谷本久美子（西日本区メネット事業主任） 

人見晃弘（西日本区ＬＤ委員） 

鍛冶田千文（大阪ＹＭＣＡ土佐堀館長） 

三木 求（和歌山）・今井利子（なかのしま） 

松岡虔一・寺岡博也（サウス） 

小川和恵（宮本補助） 

              以上 ３１名 

（今日は堺で阪和部メネット会があり高瀬理事をお

載せして車で、５時頃にＹＭＣＡに到着しました。

ロビーでクリスマスの会場設営のまっ最中です。慌

て者の私は当初からロビーで計画されていたのか、

と思いました。よく聞いて見ると６階の会場が他の

プログラムで使用できなくなり、やむなく変更にな

ったそうです。このプログラムは大谷さん・藤井さ

んがコンビで計画をたて、何度も打ち合わせを重ね

立派な配置図と計画書作成されていました。急遽の

会場変更も慌てず騒がず整然と会場設営がなされた

のは基本の計画書があればこそできる事だと感心し

ました。） 

 西日本から西日本区理事とメネット主任、他ク

ラブからもビジターを迎え少し緊張感に包まれ

てクリスマス会が開催されました。 

第１部 定刻６時３０分に丸

尾司会により司会者の開会宣言

と同時に司会者が前持って準備

したのでしょう厚紙にデジタル

時計を模した手書きの６：３０と

書かれた紙時計が現れ、一同アッ

ケにとられ、小さな笑いが起こり和みました。そ

れからは司会者のペースにハマりトントンと時

が進みますがデジタル時計はそのまま、畠平会長

の開会点鐘、ワイズソング、と

進み、高瀬区理事が司会者より

クリスマスに相応しい話をと

振られ戸惑いながらもご自身

の体験的なお話でまとめられ

ました。 

引き続きメネッ

ト主査は今年のメ

ネット事業、障が

いのある方が描いた個性あふれるア

ート作品（絵画）に触れ、堺のメネッ

ト会で作者とご家族、関係者のお話

を聞く催しを各部で開催し、障がいのある方々の

創造性や可能性についての理解を深める。事業の

支援と資金援助のおねがいがありました。 

賛美歌「あら野の

果て」合唱し、ルカ

による福音書２章８

節から１４説を司会

者によって朗読され

ました。 

 

松岡牧師よりクリスマス

メッセージ「光と音楽の祭

典」と題してお話をいただき

ました。 

会長の時間ではフィリピ

ンレイテ島被災地に直接取

材にゆかれたお話を聞く会

（場所：兵庫県加古川市）の

お誘いと、ＹＭＣＡが同盟を通じて行うフィリピ

ンの災害支援募金のお願いがありました。 

 

賛美歌「きよしこの夜」を歌

い結婚記念のお祝いと進みま

した。この月に結婚された方は

宮本夫妻と大藪夫妻でした。 

 

誕生祝いは当月２日生まれ

の高瀬理事がお祝いとハッピ

ーバースディソングの祝福を

受けられました。理事が当年４

２歳を迎えられたとお聞きして溜息と羨望の響

めきが聞こえました。 

 

第２部 クリスマス祝会は

司会大谷「おげんきですか？」

の発声で和やかに始まりをつ

げました。先ずは理事に乾杯

のご発声となりましたが、本

日はアルコール抜きです。止

む無く乾杯中止。酒をこよな

く愛する畠平会長がよく決断

されたと感心しました。待ちに待った恵美奈夫妻

の演奏会が始まりました。 

 

恵美奈夫妻

は１０年前に

もこの河内ク

ラブに来てい

ただきハワイ

アンを聞かせ

ていただきま

した。１０年を

経て進化し腕

を磨き、お琴演奏を加え、名前もハニースマイル 



 

― ３ ― 

 

ズとして活躍されています。ＹＭＣＡや老人ホーム、又大きな舞台に活躍の場を広げ

ておられ、既に７０回をこえ１００回の演奏会を目標にしておられます。 

 クリスマスに因んだ曲「ジングルベル」、「赤鼻のトナカイ」と演奏していただき皆ん

なで、合唱しました。当初は遠慮しながら始まりましたが、昔懐かしい「高校３年生」

を歌うときには大合唱となりました。若い人には「リンゴの歌」は馴染みのない歌にな

っていて年齢差を感じました。 

随所に女性らしい細やかな心遣いが施され参加者一同満足してＹＭＣＡの歌を歌い 

散会しました。   （以上 望月） 

  

 

久しぶりに 東 YMCA で開催された X’s 例会で、開会を待つメンバーの笑顔と引き締まった雰囲気が 

すばらしい！ 東日本大震災で被災された発達障害児と家族のために行われた六甲山親子キャンプの報告書

（A3・２０ページ）を持って例会に参加された大阪ＹＭＣＡ鍛冶田千文土佐堀館長も最後まで共に楽しんで頂

いた。 

  

 

讃美歌の斉唱も、ハニースマイルズの演奏に合わせ歌った

青春時代の懐かしい曲の数々も会場を一つにしたように

思う。佐藤佐恵子さんのお琴の演奏は一足早いお正月気

分？これも良い。 結婚・誕生祝いでは遠来の高瀬理事が 

２日誕生日と分り、畠平会長からお祝いが手渡され、ハッ

ピーバースデイの歌が自然と口をついて会場に流れた。 

良い雰囲気だ。担当班のサプライズ企画では谷本メネット主任、人見晃弘西日本区ＬＤ委員、中野会員が賞

品をゲットされた。正野副会長の閉会点鐘で定刻に閉会した。    （以上 例会写真と共に・・・田中） 

 

クリスマス例会を終えて・・・         クリスマス例会実行委員長  大谷美佐子 

 

１２月５日（木）東ＹＭＣＡに於いて開催しました。 

松岡牧師のメッセージはとても分かりやすく優しい温もりを感じました。 

ハニースマイルズの皆さんの演奏は声高らかに唄う私達を若い頃にタイムスリップしたように酔わ

せてくださいました。 

急な会場の変更でしたがサンホームスタッフの皆様には即対応して頂きまたクラブメンバーにもご

協力頂いた事大変感謝申し上げます。 

また高瀬西日本区理事・谷本メネット主任にご出席いただきましたこと嬉しく思っています。大変有

難うございました。相棒の藤井メンありがとう！ 
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第３9 期 第 6 回役員会報告 

“選択と集中” 

日本区強調月間 EMC-C 

以下は、とても大切なお知らせです。 
 

  出席者  畠平・田中・望月・藤井・大谷 

      横田・宮本・中野・正野 

1 月例会 1 月 16 日（木）18：30～20：30 

２０１３年 12 月 19 日（木） 東ＹＭＣＡ 

例会役割分担 
司会   望月 強君   食事手配   丸尾欽造君 

聖句朗読 中野義彦君   食前感謝   佐古至弘君 

オークショナー  正野・中野両君 

にこにこ  当日指名メネットさん    

受付・CD 操作  望月＆藤井会計 

2 月号ブリテン原稿 
１月例会報告 新本英二君 役員会報告 大谷美佐子君 

Ｙニュース 箕浦史郎所長  

サンホームニュース 杉村 徹君 

巻頭言  佐古至弘君 にこにこテープ起稿 宮本桂子君 

原稿締め切りは 1 月 24 日です 

報告・連絡事項・審議事項 

《報告・連絡事項》 
1, 各事業委員会等より報告  特になし 

2, 国際投票 棄権はせずに投票する。 

しかし選ぶ材料もないということを考え、 

白票を投じました。（会長） 
3, 新年合同例会 １月 11 日（土）13：00～16：00 

       会費 6.000 円 

14 名登録 メン 宮本（＆ヘルパー）・田中・藤井・丸尾 

         横田・伊藤・岩坂・新本・望月 

      メネット 望月・伊藤・丸尾・初田 

4. Ｘ’s 例会 当日のお礼と収支報告がなされた。 

5, 献金   東Ｙ X’s 献金としてロビー展収益より 

￥23,960－ 

       フィリピン災害支援として例会での献金額 

                     ￥24,000－ 

6. ファンド事業理解のご案内  

   2 月１５日（土）10：30～12：30 南ＹＭＣＡ 

7. ユースコンボケーション報告会開催のお知らせ 

   １月２５日（土）13：00～15：30 

   ホテルクライトン新大阪 参加費￥500 

8. 中間決算報告 望月会計より資料を添えて為された 

《審議事項》 
1.1 月例会（新本）班長欠席のため宮本委員より役割分担の 

         発表があった。 

2, 次期ＥＭＣ事業主査 畠平剛志君を選任 

3, 次期クラブ役員選考状況・１月投票の手順確認 

   次期会長辞退が撤回された事により選考委員会におい 

て、早急に副会長を選任することとなった。 

選考委員長が１月例会欠席（和歌山クラブ訪問）のた 

め委員長代行を丸尾委員に依頼する。 

候補者名掲示・投票用紙は書記に於いて作成する。 

4, クラブ活性化ＰＴ 例会卓話のゲストを早い時期に決定し、 
   ＥＭＣを視野に入れ、ヴィジターを呼べる例会活性化を目 

指す（例；リーダーＯＢ坂上氏、リッツの津田氏の卓話） 
５.らくらく車椅子登山 （丸尾）実行委員長欠席のため 

          11 月役員会での趣旨説明を再確認。 

１月例会で次期役員選挙があります。 

やむを得ず欠席される方は 必ず、ブリテン同封

の委任状を畠平会長宛ＦＡＸ送信して下さい。 

１月例会で ミニオークションを行います。 

ブリテンと同送の用紙に記入し、 

献品をお願いします。 

例会担当委員長 新本英二 

「国際に繋がるＢＦ献金」 

― ファンド事業理解のご案内 ― 

講 演 岡野泰和アジア会長（大阪土佐堀クラブ） 

報 告 長壽和子ファンド事業主任（岡山クラブ） 

    堀井祉文子和歌山クラブファンド委員長 

日 時 ２月１５日（土）10：30～12：30 

場 所 南ＹＭＣＡ 

 

 ファンド事業をご支援頂きありがとうございます。 

 中でも皆様の労力が込められているＢＦ献金は、 

国際とどのように繋がっているのでしょうか。 

岡野アジア会長のお話により、今一度ファンド事 

業理解を深めたいと思います。 

 

阪和部部長    飯沼 眞 

ファンド事業主査 横田憲子 

アジアユースコンボケイション（ＡＹＣ） 

西日本区報告会 開催のお知らせ 

日 時 １月２５日（土）13：00～15：30 

場 所 ホテルクライトン新大阪 

参加費 500 円 

申込・問い合わせは正野事業主任まで・・ 

 

Ｙサ・ユース事業へのお力添え、ありがとうございます。 

８月にマニラで開催されたＡＹＣに、西日本区から 12

名のユースが参加しました。各地で報告の場を与えて頂

きましたが、伝えきれない思い、体験があります。 

この思いと体験を今年インドで開催予定のインター

ナショナルユースコンボケイションへ繋げて行くため、

区としての報告会を開催します。一人でも多くご来場い

ただきたく思います。 

 

 

西日本区理事      高瀬稔彦 

Ｙサ・ユース事業主任  正野忠之 
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「阪和部メネットの集い」に参加して 

               メネット事業主査遠藤メンの開会点鐘で始まり、西日本区事業主任谷本久美 

           子様の障害を持った人の絵を見ていただくと言う主旨のご挨拶を聞き、小路メンの書 

道指導を受けました。講演は「堺から世界へ」  講師 山崎 宥君とお母さん 

障害があり会話のできない宥君がヨーロッパの国々から留学のおさそいを受けるよう 

になるまでを 元気な声でたんたんとお話をされるのですが、それが一層感銘をうけ、 

話のあいだ間に言葉にされないお二人の努力を思うと熱いものがこみ上げました。 

作品は大作が多く、色あいがとっても美しく表現のすごさに感動し、世界中で 

認められて当然と思いました。今日はとっても胸に熱いものを頂いてかえりました。 

出席者 正野メン、望月メン、メネット、中野メネット 

  

                                  東ＹＭＣＡ所長 箕浦史郎 記 

 

  
 『 クリスマス 』        杉村 徹 連絡主事 記 

 12 月に入り、東ＹＭＣＡとサンホームでは、クリスマス会が 3 回（!?）行われました。12 月 4 日は、

スタッフとリーダー向けに、日本基督教団小阪教会の中西牧師をお招きして、クリスマスについて学びを

深めキリスト教を知る機会を持ちました。翌 5 日は大阪河内ワイズメンズクラブのクリスマス例会。そ

して、15 日はサンホームクリスマス会でした。東ＹＭＣＡのピアノクラスで学ぶ子どもたちの発表会に

始まり、マジックショーやフラダンスなどが行われました。特養入居者の方々の介護度が重度化する中で、

今年度は本当に久しぶりに、地域の方々と特養入居者が一緒にクリスマスをお祝いすることができ、感謝

の気持ちでいっぱいです。 

 また、12 月 7 日、8 日には、ウエルネスのメンバーやリーダーなどたくさんの方にご協力をいただき、

八尾駅前と八戸ノ里駅前において、クリスマス街頭募金を実施しました。あたたかいお気持ちがいっぱい

に詰まった募金は、地域支援のために大切に用いさせていただきます。 

 全ての人々が、心の平安と共に、クリスマスを迎えることができますように、お祈りいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
               「しょうちゃんリーダー大活躍！」 
               先日、12 月 8 日（日）に行われました野外活動クラブ（幼児・１～２ 

  年対象）で正野さんにご参加いただき、活動中の写真係のボランティアと 

してご参加いただきました。 
  八戸ノ里駅の集合時に子どもたちに「しょうちゃんリーダーです！よろしくお願いします！」とご挨拶

いただいた時から子どもたちの人気者に！「しょうちゃん、何歳？」「百歳？」「しょうちゃん！しょうちゃ

ん！」の大合唱！３０数年ぶりのブランクも感じないほど子どもたちと打ち解けていらっしゃいました。当

日は、京都府と奈良県の県境にあるけいはんな記念公園でのネイチャーハイク。ぽかぽか陽気の中、各々の

ペースでポイントを回るグループを追いかけ、たくさんの写真を撮っていただきました。しょうちゃんリー

ダーからカメラを向けられると子どもはにっこり笑顔！リーダーにも声をかけていただき楽しい活動となり

ました。活動中に写真を撮る私たちスタッフにとっては子どもたちの安全と成長をいつも以上に見守る時間

ができ大変助かりました。ぜひ、これからも Y's メンの皆様のお力添えをいただければうれしいです！ 
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日本区通年強調目標 PR 
ワイズメンズクラブ内外の人に広く情報を伝えよう。           加藤 信一 広報事業主任 

 

 西日本区強調月間  IBC・DBC 
 

地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！ 伝えあおう！ 

ワイズの魅力を！ WITH SMILE ！   上村 眞智子 交流事業主任 

 

 

会員数（連絡主事を含む） １７名 ゲスト・ヴィジター出席数 １２名 にこにこ献金 

内 広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ６名 １２月分      ０円 

特別メネット １名 功労会員・広義会員出席数 1 名 今期累計 ４３，４３６円 

１２月例会出席者数（会員） １２名 １２例会出席者総数 ３１名  

メイクアップ １名 １２役員会出席者数 ９名  

１２月の出席率 73.3％ １２月会員延べ出席者数 ２１名  

HAPPY BIRTH DAY   1 月 
２日 望月 強君 

 ３日 田中惟介君 

 ５日 望月治子さん 

 ８日 大薮暢子さん 

１４日 宮本桂子さん 

２４日 青野亜希子さん 

 WEDDING ANNIVERSARY 
      該当者なし 

１１月月－－２２月月のの予予定定  

11 月月  
１０日（土）後期半年報締切 

１１日（土）新年合同例会 たかつガーデン 

             1300～1600 

 １６日（木）第 1 例会 サンホーム６階 

２３日（木）役員会 サンホーム６階 

 

22 月月  
  ６日（木）ブリテン印刷・発送 

 １５日（土）第３回評議会 

 ２０日（木）第 1 例会 サンホーム６階 

２７日（木）役員会 サンホーム６階 

 

第３９期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:畠平 剛志 副会長:正野忠之 書 記:田中惟介・大谷美佐子 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長中野涌子 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   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/ 

Wind From Kawachi   ２０１４年、新春を寿ぎ 気持ちも新たにして 編集に邁進したいと

思う。会員の皆様におかれましても、それぞれ引き締まる思いで新年を迎えられた事と思います。 

12 月中ごろ、小泉元首相と安倍首相が秋の叙勲受章者を祝う宴席で握手し、原発の話はしなかったそう

だが小泉氏は論語を引き合いに出し「一番大事なのは国民の信だ。信なくば立たず」と力説したそうだ。 

 で、“信なくば立たず”って？と思い早速検索してみた。     以下引用 

（孔子は国が国として成り立つためには、国民が生きていくための「食糧」。国を守るための「軍備」。

そして、人民が互いに守るべき「信義」の 3 つが重要であると説いています。弟子に、３つの中で一番

心すべきものはか。と問われ、それは「信義」であると答えています。お互いがお互いを信じる人間社会

でなければ、国家は成り立たないと強調しました。 

 国から市井に至るまで、また家庭生活、友人関係にしても「信義」なくして、円滑な人間関係は結べま
せん。「信義」は、事業運営のよりよい発展のためにも、欠くことのできないマナーなのです。 

 「信」とは、簡単に言えば「言ったことは守る」ことです。また、「信」という漢字を分解して、「人

が言うから信」とも言えます。信用があるか否かは、自分の判断ではなく、他人の評価なのでしょう。） 

                                   《斜文字は編集者による》 

今、吾人に信ありや？ 部内に信義ありや？ 今年の指針としたいと思います。 

 編集子 田中 




