
巻頭言　　「自然に学ぶ」   　　中野　義彦 
東日本大震災の最大の悲劇は、強制的に故郷を奪われ、その過酷な経験に学ぶことなく、森と海
のつながりを断絶する、コンクリートの防潮堤が東北太平洋沿岸域ほとんどを浜に張り巡らされ
つつあり、私達人類、生物の故郷である海への道を放棄しようとしているのではないでしょうか。

日本ウナギが國際自然保護連合によって、絶滅危惧種に指定され、日本周辺の海から生き物が消
しかねない事態となり、潮干狩りさえ途絶えようとし、アサリさえ同じ道を辿りかねない。最も
心配されるのは、水辺で遊ぶ子供たちが絶滅危惧種となり、人の暮らしが海から離れ、存在が希
薄になりつつあることを意味し、水際の再生が自然と共に生きる、未来創世の課題と考えられま
す。 
森と海のつながりは、人間の生き方によって、容易に明から暗へのつながりに転化するからで、
多様なつながりを断ち切り続けてきたこれまでの歩みで、社会の縦割りかと、思考の横断化の喪
失にあると思われます。 
この現状を打開するには、多様になったつながりを、価値観を築きなおすことにより再生が可能
になると思われます。 
日本は国土の６７％が森でおおわれる、世界的にも稀な森林大国で、世界第６位の海岸線長を有
する海洋大国でもあり、森と海は水の循環を通じてつながり、限りない恵みをもたし続け、全て
の生き物を養い続ける水循環が最もわかりやすい形で現れる国である。海が森を育み、森が海（の
生き物）を育む、このつながりから社会運動「森は海の恋人」が生まれ、総合学問「森里海 
連環学」が生まれ、重要性が叫ばれ、他の分野においても連環が必要と思われます。 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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】　フィリピの信徒への手紙２章１６節　　　　　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「自分の走ったことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇るこ
とができる」 
ーこの１年をふり返って、すべてのことが次の糧となることを信じて次年度に向かいましょうー 



５月例会報告　　　　　　　　　横田憲子 
出席者：メン１３名　岩坂正雄・佐古至弘・正野
忠之・新本英一・杉村徹・田中惟介・畠平剛志・
藤井敬子・丸尾欽造・箕浦史郎・宮本桂子・望月
強・横田憲子 
メネット５名　佐古利子・新本力子・初田眞佐子・
丸尾初子・望月治子 
ゲスト、ビジター４名　守屋詳（サンホーム）・
三木求阪和部部長・今井利子・松岡虔一　 
５月例会は例会担当の田中ワイズが久しぶりの例
会出席で司会と、「長期欠席とＥMC」と題してス
ピーチもされた。田中ワイズは４月の“らくらく車
いす登山”や４０周年記念実行委員会には参加され
ています。 
６時３１分点鐘で始まり、聖句朗読は病欠の中野
ワイズに代わり新本ワイズがされた。 
岩坂ワイズの食前感謝で美味しいいつもの“キッチ
ンオリタ”さんのお弁当を頂きました。 
最近は伊藤ワイズに変わり望月ワイズがキッチン
オリタさんからお弁当を頂き例会会場に運んでく
ださっています。今までの伊藤ワイズと望月ワイズ
に感謝しながらお弁当を頂きたいと思います。 
インフォメーション中でいつも橿原神宮より参加
される松岡虔一ワイズが５月７日に大阪府より表
彰されたことを立ち会われた岩坂ワイズからの報
告があった。 
「長期欠席とＥＭＣ」のテーマで、今期御自身の
長期欠席理由は１０３歳になられる実父の老老介
護がだんだん大変になってきた事、以前は活動へ
の想像性も豊かで喜びもあったが最近はなくなり
など、いろいろ理由づけはあるという。しかし、
欠席の間ＥＭＣも考えた。古代ギリシャ時代には
男女の性別がなかったという話から、プラトンの
（Ｍ男性＋Ｗ女性）^2＝家庭の事情で子供が生ま
れる。家庭の事情がＥＭＣのエクステンションだ
と。これはエネルギーが半分になったり、次に内
紛・権力闘争・高齢化などが出てくる。 
覚えておられますか、田中惟介部長の部会が花園
ラグビー場で開催したことメインポールに部旗を掲
げたことを。これからのワイズメンのメンバー数が
減少し続ける警鐘を鳴らされたことを。その時、
阪和部人数は２３０名、今期１０名の新入会員を
迎えても１２４名という予測通りの衰退という現
状。ワイズの意識を高め、熱い思いを持たないと
メンバーは増えない。それは否定的な事は言わな
い。言葉に表すことにより“ことだま”は生きてきて
実現可能となる。そしてメンバーがやめないように
するのも大切と述べられた。 

結婚誕生日は所属が変わられた箕浦ワイズ初めて
４月結婚祝いをさせていただきました。 
当日指名のニコニコは初田特別メネットと丸尾メ
ネットにお願いしました。司会進行の田中ワイズ
は８時３１分時間厳守で５月例会を終えました 

ニコニコ語録　テープ起こし　杉村徹 
★望月　　今日は大変わかりにくい話をみんな聞
いてるなと。彼は個人的な話の時も、話しがかみ
合わないのに一時間でも話しています。キッチンオ
リタのオーナーは大学の先生で絵描きで料理も上
手い。しかも医学博士です。今日はEMC入ってと
言ってみたが、オーナーからは「ちょっと考えて
み。仲の良い人間ばかりが集まって、それが20年
30年続いて、そこに途中で入ることの勇気をご存
知か？」と言われた。確かに。だから最初からた
くさん入れようと思います。15人でも20人でも入
れようと思う。 
★丸尾　　5月16日、17日　東京八王子とセント
ラルワイズＤＢＣ例会が京都で実施された。写真
担当で、嵯峨で一泊した。午後はお寺を散策した。
翌日は保津川下り。仲の良い倶楽部通しで学ぶこ
とがたくさんあった。ＤＢＣという交わり。それ
は単に兄弟クラブというのではなくお互いに励ま
しあい節度をチェックする機会。一人っ子を一番
上手に育てるにはもう一人生むこととも言います。
ＤＢＣの締結が待たれると思います。 
★佐古　　久しぶりにサンホームに妻と出席でき
た。まだ今後も出席させたいと思う。できるだけ
私も出席します。現状はこうなので、皆さんについ
ていくことができるか不安ですが、今後もよろし
くお願いいたします。 

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１５年６月報  2



★新本　　先月は生駒山に登りました。今日は六
甲山グローバル何とか、と聞いて、外国からお迎
えして若者を訓練しようという試み、海外との交
流のことでしょう。良いことです。刺激があると
いうことは伸びる。今日の田中ワイズの話は刺激
になるが、まあ、あの人にしては刺激は弱かった。
望月さんは、今年は15人集めようとおっしゃる。
でも望月さんは30年くらい言ってる（笑）。ＹＭ
ＣＡリーダーが卒業したら東から離れてしまう。そ
の辺を反省に、新しいリーダーを引っ張ることを
考えたい。 
★岩坂　　今日は久しぶりに田中さんの弁舌を聞
かせていただいて、望月さんとの言霊の飛び交い
だと思いました。内容は難しかったけど、お向か
い同士で飛び交っていた。言霊でなく鉄砲ですか？
でも当たってませんよ（笑）。今日は本当に嬉し
い。佐古メネットが出てきてくれて嬉しかった。
いつも私のメネットのことを言っていたので、次
は私のメネットにも出るように言っておきます。そ
れから、例会前に箕浦さんに下で会った。彼に「職
場が変わっても来いよ」と言ったら、嬉しそうな
顔をしていた。今日は本当によく出てきてくれま
した。 
★今井　　今日は田中さんの声を聴いてとても懐
かしかったです。六甲山は去年のチャリランの時
に六甲山宿泊券が当たって、2月に行こうと思った
ら大雪で行けませんでした。最近、東日本の被災
地を訪れた。2日間。聞くと見るとは違った。胸の
中に重たいものが残った。忘れてはいけないもの
だと思いました。 
★松岡　　河内の例会に来るには三回乗り継がな
いといけない。とっても難しい。大和八木、布施、
と乗り換える。帰りがすごく混んでる。だから上本
町まで戻って座って帰ってます。それでも、ここに
来れるというのが、まだ元気だと思えて、健康を
図るためと思って来ました（笑）。でもあと6年間、
3つ乗り換えて来ると思うとあれだが、頑張ってき
ます（笑）。 
★三木　　今日は河内クラブ今期3回目。7月公式
訪問、10月入会式、そして今日。7月は非常に緊
張しました。部長としての余命は6月なので、もう
すぐ阪和部長としての余命も尽きる。ホッとする。
しかし6年後もお前やれよとのこと。今日はＥＭＣ
で田中さんにお話しいただいた。EMCは今期の主
査の畠平さん、110推進チーム寺岡さんが頑張って、
各クラブで新入会員を迎えている。実態は各クラ
ブがＥＭＣを頑張っているが、私と合わせて3人は
自画自賛です。６月は奈良でも新入会員があり、

全体では10人二桁。次の年度につなげていきたい。
★田中　　久しぶりに田中節を聞かせると思って
いた。でも刀がさびているなぁと。先ほど「逃げ
た！」と言われたけど、そうなんです。あまりうま
くしゃべって、他所に来てと言われたら困るもん。
ワイズに「入る魅力」があるのかとみんなで考え
ないと。新しい人が、何十年も同じ人がやってき
た所に出席して何ができるか。きっと食事も喉を
通らない。クラブ活性化チームを立ち上げて何と
かして欲しい。40周年もそのきっかけになり得る。
皆さん頑張りましょう。 
★横田　　40年前のチャータメンバー残ってい
る。ワイズ20年の私は、最近は午後や夕方に家を
出るのが辛い。でも8月には納涼例会をエカテリン
ブルグの方をお招きして行います。今年は刺激があ
るなと頑張ります。でも、今は今日の例会報告を
何としようと悩んでいます（笑）。 
★正野　　いろいろな思い、田中さんありがとう
ございます。この時期に卓話をやっていただいてよ
かったと思います。西日本区から3つクラブが消え
ようとしている。7月遠藤理事となる。阪和部とし
て理事の成り手がない。次は決まっている。次々
期決まっていない。これも現実。7月から遠藤さん
が阪和部として火中の栗を拾って理事をします。何
とか支えたい。 
★宮本　　すぐ消えるそう
です、マイク。あれ？切れ
た（笑）。田中さんと望月
さんの言霊が楽しかった。
望月さんは走ってから考え
る。田中さんは考えてから
走る。私は走らないと考え
ない。考える頭があるのが
うらやましい。 
★畠平　　この話の流れは
40周年かＥＭＣですが、あえて別の話を。昨年夏
から25年ぶりにオフロード参戦して今夢中です。
骨折してクラッチのないカブで出てます。継続的に
出ていると知り合いが増える。チャンピオンに走
り方などを説明してもらったり、主催の人とも。
それが非常に楽しい。長く離れていても、その場
が楽しければ離れていても入れる。ＥＭＣも同じ
で場が楽しければ入るし、継続して行っていれば
仲間も増えるので顔見知りができて、あの人が行
くなら行こうかなと思う。 
★箕浦　　田中さんのところで、20年前のバイト
中にプラトンの話をしてたなと思いだした。結婚
のお祝いありがとうございました、13年前松岡先
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生の司式で結婚式を挙げました。ありがとうござ
います。私は突然、2年いた東から指定管理の担当
になった。阪堺線の綾ノ町が一番近いです。久しぶ
りに東に来てなぜかニヤニヤしてしまいます。 
★新本メネット　　40年も教えていただいてなん
にもできなくて。40周年祝会用にフキンを作って
いるそうです。私も参加させていただきます。いつ
もありがとうございます。 
★望月メネット　　田中さんありがとうございま
す。ちょくちょくお会いしてるけどね。佐古メネッ
トと3人兄弟のようにしていた。顔の輪郭が似てる
と言われて。元気になうちに写真を撮っていただ
きたい。 
★藤井　　らくらく車椅子登山に先月娘が参加し
て、家族3人で参加して楽しく、久しぶりに会う人
もいて喜んで帰りました。三田に遊びに行ったと
き、改札出た時に新本さんが前にいらっしゃった。
こんな偶然があるんだなと思いました。田中さん、
面白いことを企画して！きっと赤い糸が引っ張っ
たんですよ。 
★初田　　珍しく、田中さん、箕浦さん、佐古さ
んにお会いできました。田中さんが会うなり
「わぁ」と言ってくださって、田中さんに忘れられ
てないんだと嬉しかったです。 
★丸尾メ　　この間のらくらく車椅子登山で佐古
メネットに会いました。今日もお会いできて、と
ても嬉しかった。ＥＭＣもいつもどうしようかと
話している。一年
来られていなかっ
た田中さんが来ら
れて、お父様の介
護をされて、大変
だなとか、奥さん
はお元気かなとい
ろいろ思いました。
メネット会の前に
みんなで喫茶店でお話しました。嬉しかった。ホッ
とした。やっぱり皆さんと集まることはホッとし
ます。嬉しいです。帰られたけれど大藪さんや伊藤
さんも来られていました。 

2014－2015年度　第1２回役員会報告 
                                   報告：書記・丸尾欽造 
日時：　2015年5月28日(木)19：00～20：35 
場所：　大阪東ＹＭＣＡサンホーム交流センター 
出席者：会長・正野忠之、副会長・横田憲子、書
記・丸尾欽造、会計・藤井敬子、直前会長・畠平
剛志、Ｙサ・ユース　中野義彦、ＥＭＣ・望月　

強、連絡主事・杉村徹、以上8名　　　　 
《審議・協議事項》 
１．６月例会 
担当：中野義彦委員 
林祐幸次期部長の公式訪問を受け「役員交代式」
を中心とし、次期役員の所信表明を組み込む。　 
ゲスト：阪和部次期部長・林祐幸氏（奈良）他 
1）例会日・6月18日(木)　2）司会者・中野義彦 
3）例会報告・宮本桂子　4）聖句朗読・中野義彦 
5）食前感謝・岩坂正雄　6）食事担当・望月　強 
7）ニコニコ・メネット　（本議題終了後、中野義
彦委員は体調不良で退席） 
２．７月報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・宮本修司　 5）巻頭言・横田憲子6）
ニコニコテープ起こし：杉村徹、原稿締切日　6月
28日 
３．第19回らくらく車椅子登山プログラム実施報
告 
杉村徹実行委員長から次の通り実施報告がされ
た。 
1）全体で110名の参加、若い世代の参加も例年通
りで成果があった。プログラムでは、オカリナの
演奏が好評であった。 ザ・リッツ・カールトン社
ほか外部の各関係団体を訪問、担当者の異動で引
継ぎがされていなかったが、協力を得られたのは
過去の信頼によるものであった。 
2）第19回目を終え、プログラムのあり方につい
て 
考える必要がある時期に来ている。ポイントとし
て 
a)プログラムのリニュ-アル化を検討　b) 事業とし 
て衰退の時期か　C)ワイズの実施については気概
が感じられない　d)責任の所在が不明確である　
e)実行委員長はYMCAサイドですると諸事複雑に
なる。 
以上、総括結果を踏まえ、今後の指針について課
題を投げかけた。これを受けて、次期におけるプ
ログラム実施については、課題として引き継がれ
る。  　 
４．河内クラブ４０周年記念祝会について 
畠平剛志実行委員長から次の通り報告がされた。 
第2報案内の修正を終えた。6月報ブリテンに同封
の上、発送する。広報発行者（実行委員長及び会
長）の役職・氏名及び登録申込関する案内事項
は、7月に発行する第3報（最終報）に記載する。
尚、次回の実行委員会は7月とする。尚、河内木綿
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関係のサンプルが田中惟介委員から届けられてい
た。　　　　 
５．ロシアからの訪問客と8月例会について 
横田憲子副会長（次期会長）から8月にロシアから 
ビジターを迎えるにあたり、8月納涼例会日を8月
9日(日)12：00開会とし準備する提案があり、次
期役員会で詳細決定する。 
６．会員の転会に関する案件を受けて 
詳細についての記載は省略とする上で、会員1名の 
転会の案件ついて協議した結果、区定款（施行細
則含む）に則り対応する。 
《報告・連絡事項》 
１．阪和部評議会出席者確認　（6月20日） 
2014/2015  第4回　　正野忠之、横田憲子、丸
尾欽造 
2015/2016　第1回　　横田憲子、丸尾欽造　 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上 
★国際交流の動き　　IBC担当　岩坂正雄 
１）大阪YMCAグローバル　ユース　カンファレン
スーアジア太平洋地域の青年たちが六甲YMCAに
集まります（６月１８日～２３日）。東YMCAの
リーダー代表も参加します。 
２）ロシアのエカテリンブルグからの来訪 
来訪者＞TatianaLikhancheva,DariaLiknacheva, 
IrinaMamaeva,LarisaPatrusheva,OlgaKornilova 
日程＞８月４日（火）17:55関空着 
５日（水）広島へ、広島CとIBC締結 
８日（土）大阪へ、ホームステイ 
１１日（火）22:30関空発帰国＜担当：望月＞ 
３）40周年記念祝会（１１月８日）を国際兄弟ク
ラブに案内します。 
韓国済州クラブ＜担当：岩坂＞ 
ロシアサンクトペテルブルグクラブ＜担当：伊藤＞ 

★YMCAニュース（ウエルネス）　　 
    宮本修司 
そろそろ梅雨の時期になり雨が多くなる中にも、
紫陽花の鮮やかな色彩が心をなごます今日この頃
ですね。今年度も２ヶ月が慌ただしく過ぎ去った
ように思えるのは私だけでしょうか。 
さて、5月の連休にはベーシックのトレーニングが
紀泉わいわい村で行われました。大阪南、堺、東
の3ＹＭＣＡ合同の春季指導者研修に東ＹＭＣＡか
らも3名のリーダーと2名のスタッフが参加いたし
ました。天候は雨も降りましたが、様々な条件で
研修することができ、良き学びになりました。野
外活動は自然環境に対応する能力が必要と思われ
ます。今後も逞しいリーダーの育成に努めていこう

と思います。また、５月２４日には幼児野外のキッ
ズクラブ体験会を行いました。４名のリーダー希望
者も体験しました。少しずつですが、リーダー会が
活発になってきている状況です。これからのリーダー
達の活躍にご期待ください。 
最後に、夏が近づいてきました。夏プログラムの
募集も始まります。応援、ご協力よろしくお願い
いたします。 
６月の行事　 
７日野外例会（わんぱくクラブ） 
 於：生駒山麓公園 
13~14日野外例会（冒険クラブ） 
於：紀泉わいわい村 
19～21日　夏季キャンプ指導者トレーニング　 
於：大阪ＹＭＣＡ阿南海洋センター 

★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
サンホーム（特養）の定員は50名です。昨年度の
サンホームの退所者は例年の倍以上の15名でした。

今年度も2カ月が過ぎ、すでに3名の方が退所され
ました。 
国は要介護3以上の方を特養の入居対象者（特例を
除く）と定めました。 
私たちは入居者の高齢化と重度化が進む中で、寄
り添う介護を追求しています。 
ぜひ、サンホーム特養を見に来てください。 

★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　評価・計画★ 
　今年度の活動目標がどこまで達成できたか振り
返り、達成と未達成の原因を探り、この振り返り
の成果を次年度の活動に活かそう。松本武彦理事 

★編集後記　　　畠平剛志 
１年間ありがとうございました！ 
次期もご協力よろしくお願いいたします！ 

次期も 
のんびり 
いきます・・・ 
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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 ４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 ５名 15,652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 125,283円

５月例会出席者数（会員） １３名 ４月例会出席者総数 １１名

メイクアップ ０名 ４月役員会出席者数 １０名

4月の出席率  81％ ４月会員延べ出席者数 21名

６月～７月の予定 
6月4日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
6月13日（土）～14日（日）西日本区大会 
6月18日（木）　例会 1830~ 
6月25日（木）　役員会（予定） 1900~ 
７月２日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1600～ 
７月２日（木）　第４回40周年記年会実行委員会(予定)1700～ 
7月16日（木）　例会(予定) 1830~ 
7月23日（木）　役員会（予定） 1900~ 

６月例会　評価・計画 
６月１８日(木)18:30~20:30 
「役員交代式」
司会者・中野義彦 
開会点鐘・正野会長 
ワイズソング・一同 
聖句朗読・中野義彦　 
食前感謝・岩坂正雄　 
食事＆交流 
「役員交代式 」林祐幸次期部長の公式訪問 
次期役員所信表明・次期役員 
誕生結婚祝い・正野会長 
ニコニコ・メネット 
YMCAの歌・一同 
閉会点鐘・横田副会長 

HAPPY BIRTH DAY ６月 
２日 佐古 利子さん 
7 日 伊藤 玲子さん  
WEDDING ANNIVERSARY  
なし

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/

次期役割分担　 
＊　Ｙサ・ユース　事業　　　　　丸尾メン 
＊　地域奉仕・環境事業　　　　　中野メン 
＊　ＥＭＣ事業　　　　　　　　　畠平メン 
＊　国際・交流事業　　　　　　　岩坂メン 
＊　メネット事業　　　　　　　　新本メネット 
らくらく車いす登山　　　　　　丸尾メン 
納涼例会　　　　　　　　　　　横田・Ｂ班 
（佐古・畠平・丸尾・宮本） 
東クリスマス会　　　　　　　　箕浦メン 
ジャガイモファンド注文　　　　佐古メン 

メネット会お仕事会のお知らせ 
６月１８日（木）１６：００～ 
C教室 
持参するもの：裁縫道具 
裁ちバサミ、サシなど

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

