
巻頭言　　「武士は相身互い、あるいはボランティア精神」 　　　　　　畠平剛志 
!
　昨月1月17日、阪神大震災より20年目の日を迎えました。来月3月
11日には東北大震災より4年の日を迎えます。 
これら災害は当事者のみならず、多くの日本人の考え方や生き方まで
も変えたように思います。 
　半ば揶揄するように「平和ボケ」と言われる日本人ですが、これら
の経験があった後は、「平和にボケていられるのも僥倖に過ぎず、い
つ自分が災害などの渦中にあってもおかしくはない」と実感するよう
になったのではないでしょうか。 
　「板子一枚下は地獄」これは船乗りだけではなく、プレート境界に
乗る列島に住む日本人すべての環境であり、だからこそ、そこから落ちようとする人を「我が事」として、
手を差し伸べなければならない…これら大災害は悲しくも辛い記憶ではありますが、強い教訓を与えてくれ
たとも言えます。　 
　先月のリーダ会で箕浦メンがリーダーに「君たちが生まれた頃の20年前、阪神大震災の年はボランティア
元年とも言われています。」と震災の話をされていました。 
　その場に居るリーダーたちはボランティア元年より後の「困ったときにはお互いに手を差し伸べること」
が当たり前な日本に生まれ、育ってきました。彼らは私たち世代と比べて、ボランティア精神、そしてそれ
以前に困っている人に手を差し伸べることに抵抗がないように思えます。天の与えた教訓を若い世代は確実
に我が精神としているようです。 
　昨年の丹波豪雨災害でも「ボランティアに誰か一緒に行く？」と言ってみたところ「あ、ボク行きますわ」
「私も」と気軽にリーダーたちが一緒に行ってくれたことなど、その証左でありましょう。 
　私も、彼ら若い世代を見習い、もっと自然に困っている人に手を差し伸べるようになりたい…そう願いま
す。明日、困っているのは私の家族や友人、そして、私自身であるかもしれませんし。 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２０１５年２月報　　  　　Vol. 4７２　　　２月５日発行 
　　　　　　　　　　　　２０１４～２０１５年度【主　　題】 

クラブ主題　　『ＦＵＴＵＲＥ　ＣＯＤＥ 未来への鍵－１人ひとりの役割を見つけようー』　   正野 忠之　会長 
阪和部主題　　「共にひとつの”わ”になって！！」Let’s groe into a circle of harm oney!!      三木 求　部長 
西日本区主題　「響きあい、ともに歩む」To walk together,echoing each other      　　　    松本 武彦　理事 

こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく 
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　“Talk Less,Do More”　言葉より行動を　　　                                            IP Isaac Palathinkal　国際会長 
スローガン       “Do it Now”今すぐやろう！ 

【今月の聖句】　テモテへの手紙Ⅰ　６章８節　　　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「食べる物と着る物があれば、わたしたちはそれで満足すべきです」 
ー欲張らないで、持てるものを分かち合う心がけを大切にしよう。それがTOFの精神ですー 



１月例会報告　　　　　　　　　正野忠之 

出席者：メン8名　岩坂正雄、正野忠之、杉村徹、
中野義彦、畠平剛志、藤井敬子、丸尾欽造、望月　
強　 
メネット　2名　大藪暢子、丸尾初子 
ビジター　1名　今井利子 !
１月第１例会いつも元気な今井ワイズをビジター
としてお迎えし開会しました。例会のメインは次
期役員選挙。ワイズソング、会長の時間、聖句朗読
（畠平ワイズ）、食前感謝（岩坂ワイズ）そして
食事と進み、選挙が行われました。６名の委任状
を得て定数を満たし選挙は成立。 
投票の結果、次の皆さんが選ばれました。（いず
れも次期。敬称略）会長・横田憲子、副会長およ
び書記・宮本桂子、書記・丸尾欽造、会計・望月
強、会計・藤井敬子。 
選挙終了後は、皆さんからご意見をいただく時間
となりました。会長である私へのご意見が中心で
したが、４０周年に向けてのご意見も多数いただ
きました。例会ですので自由意見の範囲にとどま
りますが、４０周年例会の企画実行は次期のキャ
ビネットが中心となり、実行委員会を構成した中

で実行委員長を選任してはどうかという意見が中
心となりました。私へのご意見は厳粛に受け止め、
修正を行い、後半に活かしたと思います。ありが
とうございました。その後、結婚誕生祝い、YMCA
の歌と進み、１月例会は閉会しました。 !
阪和部第２６回新年合同例会報告 
心新たに新年の門出を祝う　　報告：丸尾 欽造 

!
　阪和部に集うワイズメン、メネットが一同に「ひ
つじ年」の新年を祝い、共にワイズ活動の始動へ
誓いを新たにウォームアップする新年合同例会が
開催された。 
　好天の１月１２日、本年の会場は、ＪＲ和歌山
駅西口前に新しく建てられた「和歌山県ＪＡビル・
２階和ホール」で、白基調の素晴らしい会場は「新
年会」に相応しいものであった。おそらく今後も
様々なワイズ活動の場として利用されるであろう
との予感がする。 
　正確にはカウントできていないが、耳に入って
きた数字では９８名の参加者だったそうで、中西
部や京都部からもミッションを携えてご参加くだ
さった方々などピカリと輝いていた。末岡祥弘大
阪ＹＭＣＡ総主事、また松本武彦西日本区理事の
お顔が見えなかったが、年頭でもありそれぞれ所
用のご都合があったようだ。 
　参加者のことで書きとどめておきたいこととして、
残念ながら我が「大阪河内」からは、わずか4名の
惨憺たる状態だった事である。登録者１０名だっ
たが、当日に予想外のドタキャンが発生、その影
響をもろに受けてしまったようである。時節がら
健康管理も大変ではあるが、どうかご自愛いただ
きたいと独り言がついて出た。 
　プログラムの印象は、ひとことで言って「とて
も気配りの行き届いた」ものであった。全体とし
て落ち着きのある「おもてなしの時間」に終始し
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たように感じた。区大
会やアジア大会のキャ
ンペーンなどを除けば
ワイズ色が濃く前面に
出るのではない交歓の
場であったと思う。 
メジャーではないが伝
統芸能の一つである「講
談」を旭堂南湖師から
至近距離で聴かせてい
ただいた。　師曰く、
講談は「絶滅危惧種」
の芸能。支援の手が求

められる中、古典講談の継承、新作講談の創造な
ど意欲的に取り組んでおられることを伝えておきた
い。 
　参加型のお楽しみとして、「新春お年玉抽選」
が用意されていて地場産品を主にしたお米や味噌・
醤油、箱入りミカン（宅急便付き）など、およそ
半数の参加者に当たった。小生にはシクラメンの
花が当たり、今朝も自宅の玄関で春を呼び込んで
いる。 
　参加者全員で集合写真に収まった。懸崖の菊の
ように小さい顔が一杯に咲いている。阪和部の花
鉢である。 
　実行委員長を務められた生駒義範氏のお礼の言
葉をいただき、次期部長の林祐幸氏の激励の言葉
で閉められて会場を出た。まだ明るい南国、街路
樹に太陽が重なっていた。配られた資料用紙袋の
底に和菓子の箱があった。お土産にまで気配りの
行き届いた「紀の川」のオモテナシであった。あ
りがとうございました。 
参加者：畠平剛志、望月　強、望月治子、丸尾欽
造　　　　　以上 

１月役員会報会報告　　　　　丸尾 欽造 !
日時：　2014年1月22日(木)19：00～20：40 
場所：　大阪東ＹＭＣＡ　サンホームC研修室 
出席者：会長・正野忠之、書記・丸尾欽造、会
計・藤井敬子、会計及び地域奉仕委員長・宮本桂
子、直前会長・畠平剛志、連絡主事・杉村 徹、
EMC委員長・望月　強、Ｙサ・ユース委員長・中
野義彦、以上8名 
《審議・協議事項》 
▷１．２月例会 
例会内容を変更し、河内クラブ40周年について 
全体討議とすることで決定した。 
1）例会日・2月19日(木)　2）司会者・畠平剛志
3）例会報告・宮本桂子　4）聖句朗読・杉村徹 
5）食前感謝・岩坂正雄　6）備品担当・杉村徹 
7）ＴＯＦメッセージ・宮本桂子 
尚、ＴＯＦ月間につき食事は各自持参とする。ま
たニコニコは中止とする。 
▷２．３月ブリテン原稿担当者 
1）例会報告・宮本桂子　2）役員会報告・丸尾欽
造　3）サンホームニュース・杉村 徹　4）ＹＭＣ
Ａニュース・箕浦史郎　 5）巻頭言・大藪暢子 
原稿締切日　2月27日 
▷３．大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 
正野忠之会長より最終実行委員会の決定事項に沿
って説明があり、(公式資料　3枚添付)以下の通り
確認した。尚、会員への情報伝達はＹサ・ユース委
員会または会長サイドで速やかに行う。 
1)開催日・2月1日(日)　2)会場・ヤンマースタジア
ム（長居公園内）3)集合場所・競技場エントラン
ス　4)集合時間・8時45分（全体打ち合わせ）　
5)担当場所・2Ｆ通路 及びスタンド　6)昼食は個
人調達とする　7）報告・未定 
尚、役員会席上で参加者確認をしたところ、正野
忠之、丸尾欽造の2名を確認した。また、天候につ
いて「警報」がない限り決行される。 
▷４．後半期クラブ運営への取り組み 
1)前半期活動報告と後半期 への課題 
開会冒頭、正野忠之会長の挨拶の中で前半期多々
問題点が発生したことにふれ、責任を痛感ずると
の姿勢を示された。 
2)後半期のクラブ運営について、・例会担当の確
認、・内外の行事プログラム等々に関する協議は
見送られ未了。 
▷５．らくらく車椅子登山プログラム 
1) 河内クラブからの実行委員会構成は、Ｙサ・ユ
ース委員会及び地域奉仕・環境委員会とする。 
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2) 第1回実行委員会 の開催日はＹＭＣＡサイドと
調整の上、2月上旬を目途に設定する 。 
3) 前年及び過去の関連資料集を宮本桂子地域奉仕
委員長に引継ぎを完了。 
▷６．使用済み切手の送付 
藤井敬子会計から絶対量が少ないとの説明があり
今期は送付を見送ることとする。 
▷７．西成区釡ヶ崎見学ツアー 
畠平剛志直前会長の主催による標題のツアーにつ
いて以下の通り案内があった。 
開催日：3月17日、集合場所：ＪＲ新今宮駅東口
前に午後2時、会費：￥500　　尚、懇親会に参加
の場合は別途￥3000 
尚、お問い合わせ窓口　畠平剛志。 
▷８．ＣＤプレーヤー購入 
予算￥5000を目途に、購入することに決定。 
《報告・連絡事項》 
▷１．第２回阪和部評議会 
日時　 2月21日(土)　18：00～20：30 
会場　大阪南ＹＭＣＡ 
現時点での出席確認者  会長・正野忠之、書記・丸
尾欽造 　 
▷２．西日本区クリスチャニティ委員会アンケー
ト 
書記・丸尾欽造が記入の上、提出する。 
尚、キリスト者数4名を確認（連絡主事除く）　 
▷３．阪和部新年合同例会報告 
1月12日（月・祝）・和歌山県ＪＡビル2階和ホー
ル・ホストクラブ和歌山紀の川・参加者98名（河
内4名　畠平剛志、望月　強、望月治子、丸尾欽
造）キャンセル可能日以降の欠席者は会費の納付
をお願いいたします。 
▷４．第18回西日本区大会　販売コーナー設置と
アピールタイムの申請 
1）クラブファンド販売コーナーの申請必要の是非 
2）40周年記念例会のアピールの申請必要の是非 
以上、ご検討下さい。　　　　以上 

サンホームニュース　　　　　杉村徹 !
「インフルエンザの猛威！」 
まだお正月気分の冷めやらない1月5日。ＹＭＣＡ
サンホーム開設以来、初めて入居者がインフルエン
ザに罹患しました。その後も1人2人と罹患者が増
え、最終的に4日間で6名まで増えました。幸い、
重篤化せず早期に解熱し終息を迎えることができ
ました。市に確認すると、東大阪市内の高齢者施
設において、1月に入った途端、罹患者が急増して
いたようです。 
不幸中の幸いというべきは、サンホームのホーム
ドクターと看護師、介護士の連携したケアが功を
奏したことと思いますが、それらは一朝一夕にな
るものではありません。基本となる日々の業務を
丁寧に、そして大切にしなければならないと痛感
しました。 
みなさん、家に帰ったら、必ず「手洗いとうが
い」を忘れずに！ !
ＹＭＣＡニュース　　　　　箕浦史郎 !
＜リーダー活動報告＞ 
11月23日（日）～24日（月）に「全大阪リーダー
研修会」が六甲山ＹＭＣＡで行なわれました。東
ＹＭＣＡ１１名、全体で１２５名のリーダーが参
加し、研鑽のときを持ちました。 !
今年度は「平和」をテーマに下記の目的をもって
実施しました。 
・グローバル社会で活躍するリーダー養成として、
様々な価値や考えに触れる機会とする。 
・将来を担う世代に社会的責任、地域や社会と広
く関わることの重要性を知っておく。 
・子どもたち、保護者、リーダー同士、友人、家
族との関係の中で、平和を作りだす大切さを知
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西成区釡ヶ崎街歩きツアーのお知らせ（3月17日14時JR新今宮駅東口集合） 
西成市民館館長・河崎洋光メン（泉北クラブ）に西成区釡ヶ崎などを案内していただくツアーで
す。徒歩で西成区をご案内いただいたあと、西成市民会館での座学＆質疑応答です。ツアー自体
は1400~1700で参加費は500円。 
その後、3000円ぐらいで美味しいお鍋のお店があるということですので、こちらもご案内して
いただきます。 
人数は5～6名、最大で10名程度を予定しております。 
全国的に有名な場所ですが、大阪に住んでいてもなかなか訪れる機会のない釡ヶ崎ツアー、いか
がでしょうか？（申込先：畠平剛志　080-3134-8286 先着順、２月末締切） 



る。 
基調講演は、国立民族博物館　 友永雄吾先生によ
る「共生」について、オーストラリア先住民のアボ
リジナルの方と地域との共生についてお話をいた
だきました。その後、各グループに別れ、分団討議
を行い、最後に平和への個人宣言を行ないまし
た。 
12月23日（火）ユースリーダーの日の集いが土佐
堀ＹＭＣＡにて行なわれました。 
ユースリーダーの日の集いの意義（全大阪のユース
ボランティアリーダーが、一同に集い、「生命」
「安全」の大切さを確認する機会とします。コミュ
ニケーションの必要性や互いを尊重し合うことの
重要性を考える機会とします）を目的に、一部礼
拝を日本基督教団九條教会　 津田一夫牧師、２部
講演を「からだを育てること～「わかる」から
「できる」まで～」神戸親和女子大学講師（元ラ
グビー日本代表　）平尾剛先生をお招きして行ない
ました。 
子どもとの活動の中で、体験の中での「わかる」
から「できる」のプロセスを体を動かしながら学
びました。 
これから社会を担っていく若い世代がグローバル
な平和な社会を築く良い学びの機会となりまし
た。 
★３月２１日（土・祝）１０：００～１１：３０
にリーダー感謝式をサンホーム６Ｆホールで行ない
ます。ＹＭＣＡで活動した青年たちの社会に漕ぎ
出す姿を日ごろお支えいただいています河内ワイ
ズメンズクラブの皆様にもご覧いただきたくご臨
席いただければ幸いです。 

（写真は１月２７日リーダー会より。 
次年度のリーダーメンバー勧誘について、熱心に討
論をしていました。また、箕浦メンの阪神大震災
時の体験について真剣に耳を傾けていた姿が印象
的でした。） 

★西日本通年強調目標　PR★ 
　各クラブの活動をホームページ、Facebook等で
取り上げ、ワイズメンズクラブの活動をアピールし
ましょう。加藤　信一　広報・情報委員長 !
★西日本区強調月間　TOF　CS　FF★ 
　身近なボランティア、献金にご協力をお願いいた
します。　渡壁十郎地域奉仕・環境事業主任 

!
★編集後記　（畠平剛志） 
このブリテンは印刷前に正野会長、田中前ブリテ
ン編集長、丸尾元ブリテン編集長にお目通しいた
だいています。いつもギリギリで申し訳ありません！
ブリテン編集をはじめて半年が経過し、そろそろ
「編集は不慣れなもので」という言い訳も使いに
くくなってきたこの頃ですが、なにか不手際など
ありましたら、私に直接か、前述お三方のどなた
かを通じてご教示いただけると幸いです。 
また、当ブリテンは毎月第１木曜日14時から第２
例会を兼ねて、印刷、折込、封入、発送作業を行っ
ています。 
なかなか人数が集まらず（という私も出れないこ
ともありますが…）、時間がかかることもありま
すので、是非ともお手伝いをお願いします！メー
クアップにもなりますので、例会にご都合のつか
なかった方は是非！ !
（写真は元日
の牛窓・前島
から見るご来
光です。） !!!
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TOF-GPF 
Time of Fast Global Project Fund !
世界の飢餓に苦しむ人々のために、ある月の
クラブ例会の食事を抜きにしてその分の金額
を国際に集め、その年度に定めた支援目標に
捧げる奉仕活動。いわゆる途上国で民生向上
のために苦闘しているYMCAの活動を選ぶこ
とが多い。 
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会員数（連絡主事を含む） １8名 ゲスト・ヴィジター出席数 1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 2名

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 92530円

１月例会出席者数（会員） 8名 12月例会出席者総数 12名

メイクアップ 2名 12月役員会出席者数 4名

1月の出席率  67％ 12月会員延べ出席者数 16名

２月～３月の予定 
2月19日（木）メネット会16:30～ 
2月19日（木）　例会　18:30~サンホーム６階 
2月21日（土）阪和部評議会 
2月26日（木）　役員会（予定）19:00~  サンホーム6階 
3月5日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
3月15日（日）　ワイズ研修会　石切パンゲア予定 
3月19日（木）　例会（予定） 
3月26日（木）　役員会 

２月例会　TOF　CS　FF 
２月１９日(木)18:30~20:30～ 
司会者・畠平剛志　 
開会点鐘・正野会長 
ワイズソング・一同 
聖句朗読・杉村徹 
食前感謝・岩坂正雄　 
ＴＯＦメッセージ・宮本桂子 
誕生結婚祝い・正野会長 
全体討議（４０周年について） 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘 

HAPPY BIRTH DAY ２月 
１２日 畠平剛志君  
２６日 大藪芳教君  
２７日 丸尾欽造さん  
WEDDING ANNIVERSARY  
３日 丸尾欽造・初子夫妻  
４日 伊藤圭介・玲子夫妻  
４日 新本英二・力子夫妻 
１５日藤井敬子・中夫妻 

第４０期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:正野忠之　副会長:横田憲子　書 記:丸尾欽造・横田憲子　会 計:宮本桂子・藤井敬子 

メネット会　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/

メネット会について 
例会前にメネット会を行います。 
おしゃべりしながら軽作業をしませんか？ 
2月１９日16:30～例会まで

　　★２月例会についてのご注意！★ !
　大切な河内クラブの４０周年についての討議
です！河内メンバーは是非ご出席を！ 
　また、今般例会は20:30で中締めを行います
が、ある程度の結論が出るまで終わりません！　 
　是非最後までお付き合いを！ 
（ゲストの皆様は申し訳ありませんが、以上お
含みおきの上、ご参加をお願いいたします。） 
 
また当月はTOF例会ですので、食事の用意はあ
りません。 
　簡単な食事のご用意（おにぎり、サンドイッ
チなど）を各自でお願いします！ 

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

