
巻頭言　　「４０周年に想う」   宮本桂子 
今年で大阪河内クラブは４０周年を迎えました。伊藤メンが４０年を振り返るというテーマでパ
ワーポイントを作成して、９月の例会前の時間にそのラッシュをご披露して下さいました。そこに
は、お会いした事のない方々や懐かしい方々のお姿があり、メン、メネットの若々しいお姿があ
りました。この方々が河内ワイズメンズを立ち上げ、育てて下さったからこそ今があるのだなと、
感動しながら見させて頂きました。４０年という長い道のりの中では、大変なご苦労もあったが、
それ以上に楽しい事も沢山あったとお伺いしました。先日、岩坂メンが４０年といえば中年です
とおっしゃいました。４０歳・・まだまだ若く、人間でしたらよう
やく成熟した頃でしょうか？これから、
５０年、６０年、１００年、ワイズメ
ンズは永久に続いていかなければなら
ないと思います。そのためには、次を
担うものが諸先輩方のアドバイスを受
けながら、頑張っていかなければなら
ないと思います。私がワイズメンになっ
て９年を越えました。まだまだ、諸先
輩方の足元にも及びませんが、自分が
出来ることを精一杯させて頂く事でほ
んの少しでもお役に立つ事ができれば
と考えております。 
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２０１５年１1月報　　  　　Vol. 481　　　１1月5日発行 
　　　　　　　　　　　　2015～2016年度【主　　題】 

クラブ主題　　「義務感と奉仕の心を持って」　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横田　憲子　会長 
阪和部主題　　「共に歩もう。前へ！！」Let’s go together.Go Go!!        　　　　  林　祐幸　部長 
西日本区主題　「あなたならできる！きっとできる」～生きる　しなやかに　さわやかにー      　 遠藤　道寛　理事 
アジア地域主題　“Through Love,Serve”　愛をもって奉仕をしよう　　　　　　　　                Edward K.W Ong　地域会長 
 スローガン　　  “Count Your Blessing”　恵みを数えよう 
国　際　主　題　“Mission with Faith”　信念のあるミッション　　　                            Sichuan Boonmapajorn　国際会長 

【今月の聖句】　マタイによる福音書５章16節　　　　　（選・解説　岩坂正雄） 
「あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい」 
ー河内クラブ40週年の歴史を栄養源にして、未来に向かって私たちの力を存分に輝かせましょ
うー 

バリアフリーマラソン 
花園ラグビー場にて



９月例会報告　　報告：岩坂正雄 
サンホーム　６階 
２０１５年１０月１５日（木）18：30～20：3０ 
出席者（敬称略・順不動） 
メン＆メネット 
新本英二・力子　岩坂正雄　伊藤玲子　中野義彦・
涌子　横田憲子　田中惟介　望月強・治子　初田
真佐子　大藪暢子　丸尾欽造・初子　宮本桂子　
藤井敬子　中西のぶひろ・伸子　畠平剛志　杉村
徹　 
ゲスト＆ビジター 
なかのしまクラブ　今井利子 
大阪サウスクラブ　松岡虔一 
以上22名 
10月はファンド強調月間であり、またネパール大
震災や東北の災害への支援のためのオークション
と、目前に迫った４０周年記念祝会の最終確認を
おこなうことが例会の主要な内容です。 
望月面の司会によって定刻に始まり、横田会長の
開会点鐘、ワイズソング、初田特別メネットによる
聖句朗読と続き、司会者によるビジターの紹介が
あり、そして久しぶりの新入会員である中西のぶ
ひろ氏が、過日の東大阪市議員選挙で当選された
ことが紹介され、のぶひろ・伸子ご夫妻に大きな
拍手でお祝いをしました。 

のぶひろメンは、用務のため挨拶をされて退席さ
れ、伸子メネットはメネットグループの皆さんと最
後まで交わりの時を過ごされました。 
メインプログラムのオークションは、メンバーから
の多数の献品が、田中メンの威勢のよい快適なテ
ンポと、出席者の積極的な応答でテキパキと競り
が進められ、みごと完売となりました。藤井メン
による集計の結果は合計46,900円（詳細下記の通
り）で、大成功でした。メネットさんによるニコ
ニコ献金も時間を節約してこのオークションに含
まれました。 
創立４０周年記念祝会の最終確認について、畠平
実行委員長より報告があり、その内容を近日中に
文書資料としてメンバー全員に配布する予定です。 
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記念祝会出席者は８0余名と予測し、会場担当田中
メンの発案で、1部・2部・3部構成による会場の
設営を移動する予行演習をしてみました。 
YMCAの歌、宮本副会長の閉会点鐘で例会を閉じ
ました。 
2015－2016年度　第４回役員会報告　 
　　　　　　　　　　　報告：書記・丸尾欽造 
日時：2015年10月22日(木)19：00～21：00 
場所：大阪東ＹＭＣＡ　サンホーム交流センター 
出席者：会長・横田憲子、副会長・宮本桂子、書
記・丸尾欽造、会計・望月 強、会計・藤井敬子、
直前会長/EMC・畠平剛志、連絡主事・杉村 徹、
交流・岩坂正雄、ＥＭＣ・田中惟介、地域奉仕・
佐古至弘、中西進泰、監事・新本英二、メネット
会長・新本力子　以上14名 
陪席者：望月治子、丸尾初子　以上2名 
《審議・協議事項》 
１．１１月例会プログラム (11月19日）  
・Ｂ班担当（佐古至弘、畠平剛志、丸尾欽造、宮
本桂子）　 
・例会(１部）司会/畠平剛志、聖句朗読/佐古至
弘、ニコニコ/メネット2名　 
（２部）会場「コッコロ」へ移動、会費/￥2000 
食前感謝/佐古至弘  
２．１２月ブリテン編集 
・巻頭言/岩坂正雄、ＹＭＣＡニュース/宮本修司、
サンホームニュース/杉村 徹、役員会報告/丸尾欽
造、例会報告/畠平剛志、・ニコニコテープ起こし/
杉村徹、祝会報告/丸尾欽造 
・原稿締切日　11月27日 
３．１２月例会プログラム 
・Ｃ班担当（新本英二、中野義彦、大谷美佐子、
中西進泰） 
・例会日を12月10日に変更、（役員会は12月17 
日に変更）会場/炭火・八戸ノ里　どげん屋（元
「時しん」）、プログラム、会費等については審
議未了。 
４.  クラブ設立４０周年記念祝会最終協議 

実行委員長：畠平剛志 
・畠平剛志実行委員長を中心に、全体について進
捗状況の報告、各事項の確認等につて討議され
た。内容の詳細については、実行委員長報告書に
委ねる。 
５．国際・交流主任よりのＤＢＣ候補の紹介に関
して　　　　　　　　　委員長・岩坂正雄 
・クラブの現状（高齢化、世代育成）を勘案し、
急がずに適切な方向づけを探求してゆく。 
６．阪和部生駒次期部長より次期主査（国際・交
流）の要請について　　　　　　会長・横田憲子 
・立候補者がなく、丸尾欽造が推薦され、他に被
推薦者がなく承認された。　　　　　　　　　　 
７．「仙台ＹＭＣＡ復興プログラム支援への献
金」について　　　　　　　　　会長：横田憲子 
・前年度の実績通り対応する。 
８．「東日本大震災復興支援補助金申請」のクラ
ブ申請の有無　　　　地域奉仕:中野義彦（欠席） 
・該当するプログラムがないとの判断で、 申請を
見送る。 
９．９月及び10月例会・オークション売上金によ
る災害支援への支出について 
・9月￥16,300、10月￥46,900　合計￥63,200
から￥50,000を次の支援先に配分する。 
①ネパール震災復興支援募金へ　￥25,000 
②台風18号常総市水害被害復興支援募金￥25,000 
尚、残金￥13,200はニコニコ相当分として、クラ
ブ会計に収益として計上する。 
《報告・連絡事項》 
１．第2回阪和部評議会報告　　　書記：丸尾欽造 
　1号議案「第1回評議会議事録承認」 
　2号議案「新旧合同懇親会余剰金の部会計への 
繰り入れ」 
　3号議案「阪和部会余剰金の部会計への繰り入 
れ」 
　4号議案 「仙台ＹＭＣＡの復興プログラム支援
への献金」（阪和部各クラブへ要請） 
以上4議案はすべて原案通り承認された。 
次期における次々期部長は、立候補者がない場
合、輪番制によって大阪河内から任じられる。 
２．アジア大会・ユースコンボケーション報告会 
　　　　　　　　　　　Ｙサ・ユース：丸尾欽造 
10月25日、新大阪クライトンHで開催される。参
加者は、横田憲子会長まで。　　　　　 
３．阪和部「ＥＭＣシンポジューム」  
　　　　　　　　　　　　　　　会長：横田憲子 
11月21日（土）13:15より南YMCAで開催され
る。参加者は、横田憲子会長まで。現在の参加確
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定者は、望月強、横田憲子、新本英二、丸尾欽
造、望月治子。　　　　　　　　　　　　　以上 

気仙沼訪問記　　　　CS担当　　中野　義彦 
10月7～9日気仙沼、仙台方面に視察見学会に行
き、復興状況及び“森は海の恋人”運動を提唱、
実践されている畠山重篤氏のホームグランドで
ある舞根（もうね）地区を訪問いたしました。 
復興状況は昨年同時期に訪れた時に比べ、随分
進んでいると感じましたが、まだまだ時間がか
かると、地元の人の話である。堤防の建設、土
盛等三陸海岸において入り江が300カ所あり、
人が住まない工場漁業関係倉庫を建設するとの
ことで、各地域により意見の相違があり、地域
差があるとのことで住民の意向が反映されにく
く、行政の意向で動いている状況であるとのこ
とです。たとえば舞根地区においては、堤防を
築かず、全世帯が、高台移転をいち早く決定
し、半分の世帯が移転されておりますが、高齢
者が多く20年後にはどのようになっているか危
惧されております。大谷地区においてはサーフィ
ンのメッカと言われていた、海岸線を、堤防で
囲み、流れ込む川にも数キロに渡る堤防が築か
れるとのことです。若い世代が中心となり”大谷
里海作り検討委員会“を立ち上げ、大谷海岸の砂
浜を重要視した町作りのため地域の暮らしによ
って育んできた、コミュニティの結束や、震災
後の支援による様々な人々との関わりや、行政
の方々との中で動いてきた、多くの住民の行動
と意識の醸成による合意形成を積み、数項目の
要望書を中央省庁に提出段階に来ています。他
方 
堤防の建設が着々と進み、前の景観を忍ぶ縁も
なくなっている所もあるとのことです。このこ
とは行政の指示に諾々と従つているところ、若
い世代の行動によるところと、世帯数、人口、
高齢者率等の相違によるところだと考えられま
す。 
堤防の建設、土盛りを見ておりますと、建設を
終えた時より、維持管理の問題が生じ、50年後
には新しく作り直さなければならないので、そ
の費用が地域住民、町、市、県に重く圧し掛か
ってくると思われます。 
次の目的である、舞根地区の観察会について述
べる前に“森は海の恋人”、“森里海連環学”につい
てのべると、森は海の恋人運動はカキの養殖業
者である、畠山重篤氏が赤潮の発生により、カ
キやホタテの養殖が出来なくなったのは、餌と

なる植物プランクトンが増えるために必要な栄
養を供給する川や森がおかしくなった為と直感 
され、平成元年“森は海の恋人”を発足。水車小
屋を手作りすることを中心事業とし、宿根湾に
て養殖業活性化のため、室根山にて現時点まで
に１５ha、44種の広葉樹35000本を植えられ
た。10年後には大川の浄化の兆しが見られ、気
仙沼環境は大きく改善に向かい、植樹と共に山
の子供達を海へ招く体験教育が、子供の環境の
意識を変え、大人の生活、環境行政にも影響を
与え、大川流域全体に波及した。震災後、生き
物は消え、海は死んだと思われたが、大変な勢
いで戻り始め、１ha程の河口近くの潮溜まりに
は、アサリ、ウナギ、アユ等様々な生き物が増
大し、サケさえも小さな川にも関わらず、遡上
し、産卵することも有るという。その過程にお
いて、大川のダム建設に漁師と共に抗議した
時、森と海が不可分につながっているデーター
を示せと迫られ、森川海のつながりを解明する
研究の誕生に共鳴され、森里海連環学研究者で
ある、京大名誉教授田中克先生の研究に体験型
の教育を持って結び現代に至っている。又、拠
点として、舞根湾のほとりに、2015年4月初代
所長として田中先生、NPO法人森は海の恋人、
京都大学フィールド科学研究センター、日本財
団によって建設され管理運営されている。 
舞根地区において、室根ひこばえセンターひこ
ばえの森において、毎年6月第一日曜日に植樹祭
が行われ、15ｈａ４４種の広葉樹が植樹され、
参加者は平成24年までに15000人に達し、元気
に育っているが、下草狩り等は地元住民「第12
自治会」が世話をしている。我々参加者25名も
場所を移した所に、約100本の植樹をし、森作 
りの一助になったのではと思う。 
豊かな森林を持つ山に降った雨水は蒸発するの
が15％、川となり流れるのが25％、森にたま
り、地下水となるのが60％となり、その水は魚
介類の餌となるプランクトンや海藻を育てる養
分を含み、海にながれます。森林のない山で
は、地下水となるのが10％で蒸発したり流れ出
したりし、栄養分のない海となります。 
他方、輪王寺においては、日置道隆住職が中心
となり、境内より出る、墓前に供えられた、供
養花、朽ちた卒塔婆、積もった落ち葉、間伐
材、生ごみ等寺域より出る有機性廃棄物の全て
を地球資源として再利用されている。 
今では、寺伝体で33000本、参道だけで18000
本で鬱蒼とした森に囲まれています。住職は“命
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を守る森の防潮堤“の理事長として、横浜国立大
学宮脇昭教授の指導のもとに、種子の採取、育
苗、植樹と指導実施されています・宮脇方式と
は、潜在自然植生理論に基づき、土地本来いろ
いろな木々を判定し、市民の力で（ふるさとの
木によるふるさとの森づくり）です。いろいろ
な種類の樹木による多層群落を形成する森は生
命力にあふれ、津波の水位を下げ、時間を稼い
でくれ、引き潮の時は、漂流する人や物を海に
流出するのを食い止めてくれる。 
コンクリートの防潮堤では、大津波に対し、多
くが決壊し赤松の防潮林が機能せず、流木化し
てしまった。千年希望の丘において、第二防潮
堤としての役割を担い丘の下には震災での瓦礫
が記憶の風化をさせないために埋められ、10キ
ロに渡り25万本が内陸側に植えられている。 
今回の訪問により、私たちは技術に頼りすぎて
おり、自然の掟に則した多様性こそ生命力の源
であり、いかに人間社会と自然とが共存共栄で
きるかを考える時ではと感じました。 

★YMCAニュース（ウエルネス）宮本修司 
日に日に寒くなり、紅葉のエリアも南に下ってま
いりましたね。皆様お変わりございませんか。東
ＹＭＣＡのスタッフ、リーダーも季節の変わり目で
体調を崩しながらも、一つ一つのプログラムを精
一杯行っています。 
先日の野外活動では、幼稚園のお友だち２１名と
一緒に、八尾のアクトランドに行ってきました。
野外炊飯場で焼き芋や焼きリンゴをして、美味し
く食べました。今年度はキッズ体験クラブとして、
２ヶ月に１回の割合で、幼児年中～年長の子ども
たちを対象に野外活動を展開しています。来年には
１年間のクラスとしてキッズクラブを復活できれば
なと奮闘中ですので、皆様幼稚園児のお子様がい
るご親戚には、東ＹＭＣＡをお薦めいただければ
幸いです。また、冬のプログラムも受付が始まりま

した。冬のキャンプと言えば、スキーキャンプです。
大阪では味わえない白銀の世界で、自然を満喫し
ながら友達と一緒にスキーにチャレンジするキャン
プ。私（宮本）も４５年前に初めてスキーキャンプ
に行った時のことを、いまだに思い出します。是非
こちらもお薦め下さい。今年も残すところ２ヶ月
となりました。お身体ご自愛いただき、元気にク
リスマスを迎えれるように、お祈りいたします。 

 ★サンホームニュース　　　　　　杉村徹 
『五百石お祭り』 
サンホームの前の道を東へ、橋を渡った地域が
「五百石自治会」のある御厨東です。 
8月の下旬、自治会長の加地さんが来られ、
「“五百石お祭り”を復活させたい。地域の子ど
もたちが楽しめる祭りにするために、ＹＭＣＡ
さんにもぜひお手伝いをお願いしたい」とご依
頼をいただきました。サンホームは高齢者施設
であり介護の専門職員ばかりです。　 
10月17日のお祭り当日、フランクフルトの屋台
やゲームコーナーを担当する職員を見ると、ウ
エルネスの要素を多分に発揮し、元気な声かけ
と優しい笑顔の職員ばかりでした。サンホーム
職員は高齢者施設の職員ではなく、ＹＭＣＡの
職員だと嬉しく思ったひと時でした。 

★西日本区強調月間　PublicRelations 
Wellness★ 
ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会
的認知度を高めて、EMCやクラブの活性化につな
げましょう。　　　　加藤信一広報・情報委員長 
　　　　　　　　　　　（京都トップスクラブ） 

★編集後記　　　畠平剛志 
増石廣之さんより切手をご寄付頂きました。あり
がとうございます。
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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 2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 8名 13,200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 57,500円

10月例会出席者数（会員） 11名 9月例会出席者総数 14名

メイクアップ 1名 9月役員会出席者数 ８名

10月の出席率  75％ 9月会員延べ出席者数 22名

11月～12月の予定 
11月5日（木）　第２例会（ブリテン印刷、40周年記念祝会準備）1400～ 
11月8日（日）　大阪河内クラブ４０周年記念祝会1330~1630 
11月19日（木）　例会 18:30~20:30 
11月26日（木）　役員会（予定） 1900~ 
12月3日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ 
12月10日（木）　例会 18:30~20:30  ★日程変更!ご注意を★ 
12月17日（木）　役員会（予定） 1900~  ★日程変更!ご注意を★ 
12月24日（木）　第２例会（ブリテン印刷）1400～ ★日程変更!ご注意を★ 

１1月例会 
★PublicRelations Wellness★ 

１1月１9日(木)18：30～20：30　 

・Ｂ班担当（佐古至弘、畠平剛志、丸尾欽造、宮本
桂子）　 
・例会(１部）サンホーム６F 
司会　　  畠平剛志 
開会点鐘　 横田憲子 
聖句朗読  佐古至弘 
インフォメーション 
結婚誕生祝い 横田憲子 
ニコニコ  メネット2名　 
閉会点鐘  宮本桂子 

（２部）会場「コッコロ」 
会費/￥2000 
食前感謝  佐古至弘  

HAPPY BIRTH DAY 1１月 
該当者はおられません 
WEDDING ANNIVERSARY 
２日 佐古至弘・利子 夫妻 
２７日 望月強・治子 夫妻  
２８日中西進泰・伸子夫妻

第４１期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:横田憲子　副会長:宮本桂子　書 記:丸尾欽造・宮本桂子　会 計:藤井敬子・望月強 

メネット会：新本力子　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/

例会日変更 
大阪サウスクラブ11月例会 
11月3日（火・祝）→11月10日（火）

　配達カブでも戦えます！＠編集はたひら

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

