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巻頭言『奉仕活動の動機と報酬は自己満足』畠平剛志
一般に広く奉仕活動が広まったとされる「ボランティア元年」阪神淡路大震災
（1995年）からすでに22年が経過しました。色々な災害ボランティア現場に
行ったときに感じるのは「現場は若いボランティアで溢れている」ということで
す。彼らはキツイ仕事には文句も言わず、生き生きと活動をしています。
私が熊本に行ったときも大工仕事が出来そうな仲間に「朝5時には明るくなるか
ら、5時に始めようか？」と言うと「いいっすよ」と二つ返事で現場に来てくれ、
「いや、そりゃ眠いっすよ〜」などと軽口を叩きながらも軽快に作業をしてくれ
ました。（写真は西原村の現場で一仕事終えた後の、朝9時頃の集合写真です。）
安全管理面では、慎重に計画され無理のない範囲で活動をする社協ボランティアなどの方が、責任ある大人の計画するボラン
ティア活動としては当たり前の姿でしょう。しかし私自身も何度か社協の指揮下で活動していますが、「もうちょっと出来る
のにな」「せっかく来たのにな」という気持ちを抑えることができませんでした。管理上、登録などを行って活動し、終了報
告まで実際に作業するのは数時間です。さらに「雨だから危険」「ニーズがない（吸い上げられていない）から」と帰される
ボランティアもいると聞きます。まぁその方が安全だし公平ですよね。公の仕事としては正しいと思います。
しかし「ケガと弁当は自分持ち」「やることないわけ無いから見つけに行こう」「俺らは何もないところに帰れるんやから
帰ってから休もうぜ、今は無理しよう」という我々の現場のほうが、ボランティアの満足感は高かったように思います。無論
そんなやり方で数百人数千人のボランティアを管理することはできないことは分かっていますし、それで得られる満足感は実
効性とはかけ離れた自己満足に過ぎないのかもしれません。しかしボランティアをしたいという燃える心に応えて「やってよ
かった」「またやりたい」と思わせるのは「俺ガンバった、よくやった」という自己満足、仲間との共感、それに足る現場が
あれば充分だと思います。我々のような小さな奉仕団体
が小規模な活動で若者を引き込むために重視すべきは、
【今月の聖句】【フィリピの信徒への手紙2章2節】
そんな「やりがいのある活動」を用意できるかどうかで
「同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、
はないかと思います。初期南極探検で応募者が殺到した
わたしの喜びを満たして下さい。」ー地域や環境を越えて、ひとつ思
広告になぞらえますと「求む有志、無報酬、キツイ活動。
いになれることが、ワイズダムの心であり、IBC・DBCと精神です。
（選・解説 岩坂正雄）
成功の暁には満足と賞賛を得る。」でしょうか。
★西日本区強調月間
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STEP for All★

2015〜2016年度【主

多くの方々がそれぞれの献金に参加する事ができるよう、そ
れぞれの献金の意義を確かめ合い。そしてその心遣いと思い

題】

クラブ主題

「継承と改革」Inheritance and Innovation

阪和部主題

「ワイズの種を蒔こう。そして育て・実りの収穫を！」

宮本桂子

Let us plant the seeds of Y'sdom for rich harvest!

が、社会を変える一歩に繋がります。献金にご協力くださ

副題「活力ある阪和部に躍進しよう」
西日本区主題

い。先人が歩んだ道を私たちワイズメンズが次世代へ。

会長

「ワイズ魂で

生駒義範

部長

更なるワイズの活性化を！」

Energizing Yʼs Menʼs Clubs with the Yʼs spirit!

福島貴志地域奉仕・環境事業主任（熊本スピリットクラブ)

副題「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」 岩本

悟

理事

Doubling membership through having substantial and active service!
会員数（連絡主事を含む）

１5名

ゲスト・ヴィジター出席数

1名

にこにこ

アジア地域主題

“Respect Yʼs Movement”

ワイズ運動を尊重しよう

Tung Ming Hsiao 地域会長
内

広義会員・功労会員数

特別メネット

1名

メネット・コメット出席数

6名

今月献金

１名

功労会員・広義会員出席数

1名

15,690

1月例会出席者（会員）

9名

12月例会出席者総数

22名

今期累計

メイクアップ

0名

12月役員会出席者数

6名

111,440

1月の出席率

60％

28名

（円）

12月延べ出席者数

スローガン

“Solidify the Yʼs Men Family for Better World”
よりよい世界のために、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう

国際会長主題

“Our Future Begins Today”

私たちの未来は、今日から始まる
JOAN WILSON 国際会長

スローガン

“Together We Can Do So Much More”
手を取り合えば、もっと多くのことができる

★１月例会報告

記：田中惟介

出席者 メン
岩坂・佐古・田中・中野・畠平・藤井・
丸尾・宮本・望月・横田
メネット 大藪・新本・中野・丸尾・望月・初田
ビジター 池田 昇(小阪教会)
合計１７名
定刻に横田メンの
司会で開会された。
役員選挙の時であ
る為他クラブから
の訪問もなく内輪
の会となった中で
池田氏は２回続け
てのご出席である。
(今期、九州部で８９歳の新入会があったらしい、池田氏も
３月末で89歳になられるそうで 岩本理事に報告できれば
理事通信に特筆されるに違いない)
会長からの伝達で なかのしまクラブ２０周年記念祝会へ
の出席を求められ、その場で5名の登録があった。
もう一件は西日本区大会への申込書の配布で、記入後会長
が集約し一括して登録するということである。
大藪メネットの聖句朗読と佐古メンの食前感謝、食事歓談。
続いて来期の役員信任投票が横田選挙管理委員長の手で行
われた。委任状2通、メンバー出席者10名で定足数を満た
している事を宣言された後、開票結果、全員の信任が得ら
れたことを発表された。
新役員は次の通り。 会長：畠平剛志 副会長：田中惟介
書記：横田憲子・宮本桂子 会計：望月強・藤井敬子
これにより畠平次期会長は次期の抱負を述べ、宮本現会長
は残り半期の行事への尽力を求めるメッセージを述べられ
た。
これに続き各事業委員長が前半期の総括や後半の事業計画
をそれぞれ次のように表明した。
国際・交流；丸尾 オゼルキクラブのオルガワイズがサン
クトペテルブルグに転会された為今のところ窓口が無く、
済州クラブとはブリテンの (一方通行の) 送付のみとなって
いる。他のアジア地域とのIBC 締結や東山荘での東西交流
会でのDBCを検討すればよいのでは・・・
Yサ・ユース：望月 活発に行われているリーダー会を支援
したい。2月は13日(月)の19：30〜有ります。
らくらく登山の実施に向け今月中に第一回実行委員会を行
う。
地域奉仕・環境：畠平 5/25〜27障がい者作品展を東大
阪市役所で実施する
EMC：横田 らくらく登山を勧誘の機会と捉えたい
以上でなお余りある時間に2月例会のワールドカフェの解
説や3月メネット例会
の企画などの説明に
割かれた後、結婚・
誕生祝い贈呈。
司会者は にこにこ
の時間に移り たっ
ぷりお話し下さいと
半ば途方に暮れる。

総括・感想；1月は阪和部の合同例会もあり、特段の企画
もない例会とあれば新役員も決まりホッとした所で
席を替えコーヒーでも飲みながらの懇談会にしても良いの
ではなかろうか？

★１月ニコニコ語録

テープ起こし田中惟介

▷田中 新年合同例会のご協力ありがとうございました。
我ながらこの企画、よくねりあげられたなぁと自負してお
ります。 企画を練り上げる術を磨く良い機会だったと喜
んでいます。ただ練り上げたものが本番中に諒解なく替え
て行かれたことが有り、進行にずれが生じた点にわずかで
すが不満が有りました。何かを作り出すと言うことは一か
ら十まで完成型を目指し、熟考し創り上げる事だと思って
います。今回良かったと思える事はその過程を共有するた
めに何度も書き換えた台本をメールで配信し、頂いた意見
も加味し、変更し、変えられない理由も説明し、仕上げら
れた点にあります。それと 改めて言いますが、入会候補
の小川さん、（え〜っ・笑）の照明と音響の操作が素晴ら
しかった。私の意図する照明プランを台本に書きこみ、完
璧にやり遂げてくれました。フェードアウトやフェードイ
ンのお陰で、恐らく参列者に変化を感じさせなかったと思
います。おかげで場面の転換が、切り替えが上手く行えま
した。もう一度小川さんに拍手をお願いします(拍手)
▷望月メネ 新役員さんよろしくお願いします。誕生日プ
レゼントありがとうございました。
▷初田メネ １２月のクリスマス例会で頂いた宝くじ、
3000円当たりました。末尾の３００円も重なっていて、３
３００円！今年は良い事が有りそうです。(自転車、気いつ
けや〜)(笑)
▷丸尾メネ 新役員さんよろしくお願いします。現役員さ
ん、あと半年よろしくお願いします。
▷大藪メネ 誕生プレゼントありがとうございました。私
も、はれて７１歳になりました。
▷藤井 研修会の担当になっていますが、もうしばらく予
定が立たないので、良い考えが有れば代わってやって頂き
たいです。ご提案、よろしくお願いします。
▷望月 誕生祝いありがとうございます。
▷丸尾 特に話すことが無いので、男は黙って・・・・・
ビール とか。
▷佐古 １月例会での家内の写真がいつになく嬉しそうで
した。２月のショートステイが決まっていませんので、な
かなかみなさんと一緒に奉仕活動ができませんが、よろし
くお願いします。
▷池田 大阪に来て半年ですが二回も例会に来させていた
だいて喜んいます。私は昭和３年３月３０日誕生でこの３
月で満８９歳になります。（おお〜）社会福祉活動を６０
年やって居ましたのでYMCAさんは懐かしい名前です。
▷岩坂 新本さんがお亡くなりになって、河内クラブでは
昭和７年生まれで佐古さんと並んで最年長だと思ったら先
輩がいらした（笑）新内閣、あと半分残っている内閣も頑
張ってください。また例会に来られない会員への働きかけ
が必要かなと思っています。

▷中野 畠平内閣決まりましておめでとうございます。名
前を見ますと皆さん役職は変われど名前は同じ、皆様２年
連続で大きな役をよろしくお願いします。先日「冷たいお
金と暖かいお金」の講演を聞きました。投資などによる冷
たいお金と、奉仕による暖かいお金のうち、暖かいお金が
増えてきているように思います。らくらく登山などに集中
してお金を入れていったらいいのではと思います。
▷横田 次次期の部長を拝命しています。河内クラブが強
くならないと難しいかなと思っていますので、皆様のご協
力をお願いします。書記とメネット主査が決まっておりま
せんので、よろしくお願いいたします。
▷畠平 ご信任いただきありがとうございます。メンツが
変わっていませんが連続入閣と考えて頑張ります。息子が
大学受験でなかなか難しいところですが、春には喜びの声
を報告できることを祈っております。
▷宮本 体調面でご協力いただいています、前半期ありが
とうございました、後半期もよろしくお願いします。お誕
生日ありがとうございます。仕事場では年寄りで通るので
すが、ワイズメンズでは若手で、、、笑えない（笑）。受
験の話が出ましたが、孫が相愛大学音楽部の中等部に合格
しました！
▷新本メネ 主人の告別式に大勢お参り頂きありがとうご
ざいました。
▷中野メネ 新本さん、遠いところから来て頂きありがと
うございました。

★阪和部新年合同例会

１月７日（土）たかつガーデン
写真撮影：丸尾欽造

★42期

第8回役員会報告

記：横田憲子

日時：2017年1月26日
出席者：田中・杉村・畠平・藤井・望月・宮本・横田
2017年2月例会役割分担
準備担当：Ｂ班
テーマ：ワールドカフェ
司会：畠平剛志君
聖句朗読：初田眞佐子さん
軽食
担当：横田憲子君 ＴＯＦの意義：岩坂正雄君
ニコニ
コ：メネットさん当日 受付：藤井敬子君・望月強君
3月号ブリテン原稿 2月例会報告・・・丸尾欽造君 ニコ
ニコ記稿・・・杉村徹君
役員会報告・・・横田憲子
Ｙニュース・・・切通菜摘さん サンホームニュース・・2
月号杉村徹君
巻頭言・・初田眞佐子さん 原稿締め切
り：2月24日（金）
《審議事項》
１、2月例会ワールドカフェの準備と進行の説明が畠平メ
ンよりなされる。
２、3月メネット例会は“河内木綿”工房より指導者を迎えコー
スターの作成をする予定を初田メネット委員長に変わり田
中メンより説明がある。
３、サウスクラブさんとの合同例会の検討をするも残念な
がら今期は見送ることに一致する。
４、国際ワイズメネットディレクタ―候補の指名では、ク
ラブから推薦無という結論になる。
５、入会希望者の提案ではクラブ規定により、推薦状の提
出をお願して進めることで全員一致する。
６、”らくらく車いす登山“第1回打ち合わせは、2月2日
（木）１８：００よりサンホームにて開かれると杉村メン
と望月メンより案内があった。
《報告事項》
阪和部新年合同例会の会計報告が田中委員長より黒字であっ
たことの報告があった。
《連絡事項》
１、2月4日〜5日 第2回東西日本区ワイズ交流会東山荘
２、2月9日第2例会（ブリテン作業）東ＹＭＣＡ14:00〜
３、2月11日なかのしまクラブ20周年記念
４、2月13日リーダー会 １９：３０〜 東ＹＭＣＡ
５、2月18日第3回主査・委員長会１３：００〜第3回評議
会 １４：００〜
６、3月3日 阪和部メネット交流会 集合 10：30 和
歌山ＹＭＣA
会費3500円
（次ページに続く）

７、3月4日 ＹＹＹフォーラム 南ＹＭＣA １３：００
〜１６：００
８、3月10日〜11日
阪和部 地域奉仕・環境事業 東
北支援ツアー
９、3月18日〜19日 新会長・主任研修会 新大阪コンファ
レンスセンター
１０、4月2日 堺クラブ・長野クラブ合同周年記念例会
ノバティーホール １２：００
１１、4月23日 “らくらく車いす登山”
１２、5月25日〜27日
第1回ワイズ障がい者作品展
東大阪市役所１階ロビーで
１３、７月２１日〜２３日 第２７回アジア・パシフィッ
ク地域大会 チェンマイ（タイ）

★サンホームニュース★

2月例会プログラムTOF
2月15日(木)
PM6：3０〜8：30
受付
望月強・藤井敬子
司会
畠平剛志
開会点鐘
宮本会長
ワイズソング
一同
ゲスト・ビジター紹介
司会
会長の時間
宮本会長
聖句朗読
初田眞佐子
TOFの意義
岩坂正雄
インフォメーション

杉村徹

来る2月12日（日）午前10時から、今年度最後の「第4回
唄おう会」を開催します。地域の方々が50名以上来場さ
れ、皆さんで楽しく歌を唄います。もちろん、歌集もあり
プロジェクターで映し出しもします。このプログラムは、
地域の方々にＹＭＣＡがあることを知っていただくととも
に、ボランティアへのきっかけ作りの場として運営をして
います。すでにキャンセル待ちが20名ほどもおられる人気
ぶりです。ぜひ一度のぞきに来てください。

★YMCAニュース★

ワールドカフェ
結婚・誕生祝い
ニコニコ
YMCAの歌
閉会点鐘

切通菜摘

2月〜3月の予定
毎週水曜日 YMCA子ども広場

昨年度より始まった大阪YMCAで取り組み、「ピンクシ
ャツ DAY」。
グローバルで平和な社会を共に創り出す青少年を育むこ
とを目指しているウェルネスでも子どもたちと各クラス
で「いじめ」について考える時間を持っています。
学校、地域家庭の中でも悲しいことに「いじめ」がなく
ならないことは今の現状です。今回のピンクシャツDAY
を通して「いじめ」について少しでも考える機会とな
り、私たち、子どもたちがいじめ撲滅のために働きかけ
るきっかけとなればと思います。
また、ピンクシャツDAYだけに関わらず「みんなが楽し
く過ごせる環境を創る」とうことは常に子どもたちと考
えていきたいと思います。

2月9日（木）ブリテン印刷★日程変更
2月11日なかのしまクラブ20周年記念
2月16日（木）例会
2月18日第3回主査・委員長会１３：００〜第3回評議会 １４：００〜
2月23日（木）役員会
3月3日 阪和部メネット交流会 集合 10：30 和歌山ＹＭＣA
3月4日 ＹＹＹフォーラム 南ＹＭＣA １３：００〜１６：００
3月9日（木）ブリテン印刷★日程変更
3月10日〜11日
阪和部 地域奉仕・環境事業 東北支援ツアー
3月16日（木）例会
3月18日〜19日 新会長・主任研修会 新大阪コンファレンスセンター
3月23日（木）役員会

★メネット会★
例会日2月15日17：00
よりメネット会を行いま
す。 なお、阪和部メネ
ット会（3月3日10：30
和歌山YMCA集合後、加
太淡島神社で雛流し見学
後、鯛づくし昼食3500
円）のクラブ締切は2月
20日です。

第４2期
会 長:宮本桂子

副会長:畠平剛志

ク

ラ

ブ

役

直前会長:横田憲子

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

員

書 記:田中惟介・横田憲子

メネット会：初田真佐子

一同
畠平副会長

★編集後記★
会 計:藤井敬子・望月強

連絡主事:杉村

徹

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/

例会場・役員会場

：サンホーム

東大阪市御厨南３−１−１８

畠平剛志
誌面手狭で
申し訳
ありません！

