
 

 

２ ０ １ 7 年  ８ 月報      Vol. 502    ８月 10日発行 

 

巻頭言   

「死んでも良い命などない」 
宮本桂子 

私は４６歳の時に病気を発症
し、身体障がい者になりました
が、色々な方々の支えがあって
生活出来ています。また、ワイ
ズメンズクラブとの素晴らしい
出会いがあり、皆さんが私に対
して親切にしつつも対等に接し
て下さっています。 
さて、相模原障害者施設殺傷事
件から 1 年が経ちました。犯人
は、「障害者は生きていても仕方
ない」「安楽死させた方がいい」

といった思想のもと、犯行に及んだものですが、19人を刺殺、26人に
重軽傷を負わせた戦後最悪の大量殺人事件として、日本社会に衝撃を
与えました。 
しかし、私が違和感を覚えたのは、殆どの被害者の実名などが伏せられている点です。理由は、働く能

力や社会への負担の度合を価値の基準とする『優生思想』が日本では根強く、『全ての命はその存在だけ
で価値がある』という考え方が当たり前でないからです。 
障がい者だけではありません。重病を患っている病人、認知症になった高齢者、生まれたばかりの赤ちゃ
ん等々、働く能力に関わらず、この世に生きている人には天に召されるその直前まで価値があり、死んで
も良い命など無いのです。 
私は、幸運にも皆さんに支えられ今がありますが、日本の全ての人がワイズメンズのような人類愛を持

ってくれればと願います。 

            ２０１７～２０１８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  「新しい友をつくろう！そして今ある友を大切に！」           鈴木璋三 部長 

        Make New Friends, But Keep the Old One is Silver and the Others Gold 

西日本区主題  2022 年に向けて｢心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」     大野 勉 理事 

“Healthy mind ＆healthy body make healthy club” 

 アジア地域主題 「ワイズ運動を尊重しよう」“Respect Y’s Movement”     Tung Ming Hsiao 地域会長 

 スローガン  「よりよい世界の為に、ワイズメン・ファミリーの絆を強めよう」  

                      “Solidify the Y’s Men Family for Better World”        

 国際主題 「ともに、光の中を歩こう」“Let us walk in the Light-together”  Henry J. Grindheim 

スローガン  「国境なき友情」“Friendship across the borders” 

 
【今月の聖句】マタイによる福音書５章９節   （選・解説 岩坂正雄） 

「平和を実現する人々は幸いである、その人達は神の子と呼ばれる」 

――第２次世界大戦から解放されて７２年、いま世相は憲法論議や軍事紛争など、ふたたび戦争の足音が感じさせ

られる。改めて平和の大切さを守り抜きましょう。   

 

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 

８月納涼例会プログラム 

Youth Activities  
8月 17日（木）18：30～20：30 

司 会      丸尾欽造君 

開会点鐘      畠平会長 

ワイズソング    一  同 

聖句朗読    田中加代子君 

ゲスト・ヴィジター紹介 司会者 

会長の時間     畠平会長 

食前感謝     宮本善之君 

     食事・歓談 

リーダーの時間 

オークション   田中惟介君 

結婚・誕生祝い   畠平会長 

ＹＭＣＡの歌斉唱  一  同 

閉会点鐘     田中副会長 

 

場所（レストラン ブチエイデ） 

http://kawachi-ys.org/
tsumo
テキスト ボックス
岩坂正雄君
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 ７月例会報告        横田憲子                          

２０１７年７月２０日（木）  １８：３０～２０：３０ 

サンホーム６階 フリールーム 

出席者  （敬称順不同） 

メン：岩坂・佐古・杉村・藤井・田中・中野・畠平・

丸尾・望月・横田 

メネット：大藪・中野・初田・丸尾・望月 

ビジター：今井利子（なかのしまクラブ）  

仲井陽莉（藤井メンマゴメット） 

ゲスト ：柴田一希（学Ｙリーダー）                                

出席者数 １８名 

 キックオフ７月例会は司会の岩坂メンの指名に

より畠平会長の点鐘で始まる。初田メネットの聖句

朗読に続きゲスト・ヴィジターの紹介では学Ｙリー

ダーの柴田君（教育大４回生）の来訪があった。 

 

ゲストは最高齢の今井メンと最年少のひまりちゃ

んが河内クラブ例会の心強い参加者となっている。

会長の時間では、畠平会長の年間計画を示され、ま

ず［ワイズメンズクラブって何をしているのですか］

という一般の方からの疑問に応えるべくチラシを

作成され、活動の折にはこのチラシで来場の方に河

内ワイズのプログラムの説明をしながらお渡しす

ること。そして今期は１０月７日（土）の公開例会

での 「チャチャチャバンド」の演奏と、１０月３

１日(火)～１１月２日(木)「ワイズ障かい者作品展」

そして ４月２２日(日)「らくらく車いす登山」を

河内クラブの３本柱として活動することを明言さ

れた。 

 食前感謝と７月は忘れてはならない安全の日に

ついて岩坂メンよりお話があった。いつも食の安全

に心がけておられるキッチンオリタさんのお料理

を頂くが、最近は望月メンが車でお店まで取りに行

っていただいていることも心に留めておいて下さ

ればと思います。食後は 柴田学Ｙリーダーのお願 

 

いで、毎水曜日に行われている ”ＹＭＣＡこども

広場“が今東Ｙリーダーの主体的な活動となってい

ることで、子供たちから宿泊の希望があり、この実

現に向かって計画を立て、もし必要となれば費用の

点で河内クラブの支援をいただきたいということ

だった。リーダーの作成する案を待つことにしたい。 

 

杉村連絡主事からまず毎水曜日の“ＹＭＣＡこども

広場”の現状を話された。又、ワイズものぞきに来

ていただきたい希望を述べられた。今日の卓話は

卓話「YMCA理解」プレゼンの杉村さん 

手を挙げ誓い新たに畠平会長 

久々に司会を務められた岩坂さん 

ゲスト紹介で手を挙げ応える仲川陽莉ちゃん 

tsumo
テキスト ボックス
（敬称略順不同）
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「ＹＭＣＡ理解」と題して杉村連絡主事が担当、日

本ＹＭＣＡ同盟で 2014 年から中期計画として取

り組んだＹＭＣＡブランドの再構築の内容 （統一

指標とロゴマークの作成）紹介された。 

何をしているか分かるＹＭＣＡにするため、「ひ

とりがよくなると 世界はきっとこう変わる」とい

うコンセプトでお互いを認め合い 高め合う場所、

したい何かが見つかり、誰かとつながるＹＭＣＡで、

一人ひとりがよりよくなることができるのだと。 

“みつかる・つながる・よくなっていく”この３つ

の価値をスローガンにして心を開き・分かち合い・

前向きでまわりを惹きつける魅力を持つＹＭＣＡ

になっていくことが、世界平和をめざすことになる

説明を簡潔に杉村連絡主事がされた。 

 

最後に３人の誕生御祝いをして、久しぶりと言われ

ながら田中副会長の閉会点鐘で７月例会を終えた。

夜になってもムンムンの暑い帰宅お疲れ様でした。 

 ニコニコ語録 

丸尾さん 「ＹＭＣＡのことについてお聞きしました。枚方

ＹＭＣＡのリーダー会長からお誘いがあって、枚方市民

祭りにも協力しています。安全の日のお話もしてまいりま

した。枚方ＹＭＣＡリーダーが集まれる場所も探したりし

ています。ワイズメンも考えていきたいと思います。21 世

紀を築く中核となるリーダーたちを支援していきたいと思

います。」 

 

中野さん 「ここ４、５年、森里海連環学という田中克

先生が提唱されたものがあり、それに私も毎月２回勉強

しています。その道の専門家から３時間ほど講義を受け

て自習もしています。それでかな？目も悪くなりました」

（笑） 

佐古さん 「地域の中での活動として、運営委員会のよ

うなものは必要と思います。またできれば何か集まる会

をお願いします。」 

がちゃリーダー 「ブランディングを聞いてこれからも頑

張りたいと思いましたし、子ども広場を通して地域の活動

を繋げていきたいと思いました。」 

 
今井さん 「がちゃリーダー、これからですので頑張って

ください。お泊りしたいと言う子どもたちの意見をかなえて

あげたいですね。」 

岩坂さん 「現役のリーダーと例会を持てて本当に嬉し

かった。どうぞ立派な先生になってください。」 

畠平さん 「がちゃリーダーありがとうございました。立派

な青年だなぁと…。先日サウスのライブラリーチケットを

購入させていただきました。どなたかいらっしゃいません

か？１００回記念です。」 

田中さん 「先ほどベランダへ出たら蝉の亡骸がありまし

た。クマゼミかなと思ったけれど分かりませんでした。この

暑い中、名古屋場所にはまっています。宇良関を応援

トップバッタの丸尾メン 

 

喜びの今月誕生日の方々 

幾つになってもハッピーバースデイ 

ガチャ・リーダーから要請が・・・ 

tsumo
テキスト ボックス
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しています。高安関にいい相撲を取ったけれど、膝を痛

めて…。我が母校の宇良関をよろしくお願いします。」 

杉村さん 「今日はありがとうございました。」 

横田さん 「ＹＭＣＡも変革です、河内クラブも（選択と

集中）で頑張りましょう。」 

大藪さん 「今日はいろいろと難しいお話をありがとうご

ざいました。主人は幽霊部員ですが、私もちょっと次回

からはしっかり聞くようにします。」 

初田さん 「お誕生日お祝いありがとうございます。日曜

日に孫たちがお祝してくれました。娘が５０歳で、井藤さ

んと同じ野外活動にいました。お母さんのことを思い出

すと、本当に心が痛みます。」 

 

望月メネットさん 「子どもたちが以前にはにぎやかにい

ました。またそうなることを祈っています。今日はメネット

会長の引き継ぎをしました、よろしくお願いいたします。」 

藤井さん 「ＹＭＣＡの変化をすごく感じています。子ども

広場も一度のぞきたいです。」 

 

望月さん 「ブリテンと会計。ほとんど今日はうわの空で

した（笑）。ブリテンは、先月は田中さんがしてくださって、

編集は岩坂さんにしていただいた。今度はどうしようと思

っています」 

中野メネットさん「来月から頑張ります！！」 

丸尾メネットさん「先月は入院していて、一人で夕食を

食べていました。今月は夕食も皆さんと楽しくできました。

本当にありがとうございます。」 

    にこにこ合計、￥18,000 でした。 

 

第４３期 第 2回役員会報告 
“選択と集中” 

７月役員会報告                                    

記：横田憲子 

 日 時：２０１７年７月２７日（木）１９：００～２０：１0 

 場 所：サンホーム６階 

 出席者：田中・丸尾・望月・畠平・横田 

 ≫８月例会役割：司会 丸尾欽造君 ＊聖句朗読 

田中加代子さん ＊食前感謝 宮本善之君 

  ＊ニコニコ 当日指名 ＊オークション 田中惟介君 

＊会計 藤井敬子君  

≫９月号ブリテン：巻頭言 望月治子さん  

＊例会報告 横田憲子君 ＊ニコニコ 杉村徹君 

  ＊役員会報告 横田憲子君  

＊サンホームニュース  杉村徹君   

＊YMCAニュース 切通菜摘さん 

    締め切りは８月２４日発送作業は９月７日  

 ≫協議事項 

１、 ８月例会出席者は現在１８名、プラス切通さ

んと柴田リーダーと参加希望リーダーの人数

は未定。それぞれ確認を取ることになる。プロ

グラムはリーダーの時間とオークションを予定

する。 

２、 ブリテンメール送付については、もう少し検討

することになる。 

３、 ブリテン発送日を原則第１木曜とし、２０１７年

１２月までで、８月は第２木曜日となる。 

４、 今期ジャガイモファンドを４００ケースとし、購

入希望価格を佐古さんに連絡してお願いす

る。 

 ≫連絡事項 

１、 西日本区の負担金振り込みを会計さんに。 

２、 長野クラブ白井メンの祝賀会には河内クラブ

より丸尾メン・望月メン・メネットの参加申し込

みがある。 

メネットパワー 例会チェック 

ブリテンに目を通す佐古さん 

tsumo
テキスト ボックス
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３、 １０月公開例会のチラシとチケットの印刷が出

来上がっている。広報と販売を皆様よろしくお

願いいたします。 

４、 １１月の“障がい者作品展”のチラシは７月末

に出来上がる。  

 

ＹＭＣＡリーダーNEWS 

切通菜摘 

夏休みのシーズンに入り、夏の特別プログラムもスタ

ートしました。 

今年もキャンプや集中クラスなどで、たくさんのお友だ

ちが参加いたします。 

 

先日、７月１７日には、東大阪地域のお友だちを対象と

したデイキャンプで川遊びのプログラムを実施しました。 

 

活動の中で安全についてもお友だちとも確認しながら、

１日楽しい時間を参加したお友だちと過すことができまし

た。７月１８日には「安全の日」を迎え、リーダーたちとも

安全の日の経緯についても話をし、わたしたちが大切に

すべき「自分のいのちと仲間のいのちを大切にすること」

について再確認いたしました。この夏も事故を起こさず、

一人ひとりのいのちが輝く場となりますように。 

 

ＹＭＣＡサンホームＮＥＷＳ 
杉村徹 

お知らせしていました第５回「ＹＭＣＡ唄おう会」が去

る７月３０日（日）に開催され、６０名以上の地域の方々

が集まりました。讃美歌から懐かしい歌謡曲まで、２０曲

ほどを歌集やスクリーンを見つつ熱唱！？し、唄体操ボ

ランティアの方々とともに体を動かし笑顔溢れる時間と

なりました。 

 

この唄おう会では、受付や歌集づくりにボランティアの

方が活躍されていると共に、新たなＹＭＣＡボランティア

創出するために、ＹＭＣＡが大切にする理念や人との関

わりによって生み出されることについてもお話しています。

「誰もが誰かを必要とし、誰もが誰かを支えることができ

る」ことを大切に、これからも活動を続けてまいります。 

 

 

 

 

 

元気よく、皆さんで唄体操 

（ＹＭＣＡサンホー６階） 

 

定例の東ＹＭＣＡリーダー会 

川遊びで、暑い夏を乗りきろう 

東ＹＭＣＡリーダー会 予定 

８月のリーダー会はお休み 

次回のリーダー会は９月４日（月）１０時～ 



 －６－  

          

 

会員数（連絡主事を含む） １３名 ゲスト・ヴィジター出席数 ２名 にこにこ献金 

広義会員・功労会員数 ２名 メネット・コメット出席数 ６名  ７月分 １８，０００円 

特別メネット ⒉名 功労会員・広義会員出席数 ⒉名 今期累計 １８，０００円 

７ 月例会出席者数（会員） ８名 ７月例会出席者総数 １８名  

メイクアップ ２名 ７月 役員会出席者数 ５名  

７ 月の出席率  ７７％ ７月例会充足率  １３９％      

HAPPY BIRTH DAY   ８月 

4日 中西 伸子さん 

５日 宮本 善之君 

５日 藤井 中君 

２２日 中野 義彦君 

２７日 箕浦 史郎君 

 WEDDING ANNIVERSARY 

今月は該当者がおられません 

8月 
 １０日（木）第２例会・ブリテン印刷・発送 

 １７日（木）上六 レストラン ブチェイデ 

 ２４日（木）役員会 サンホーム６階 

９月 
 ０７日（木）第２例会・ブリテン印刷・発送 

０９日（土）ＥＭＣシンポジウム 

１６日（土）阪和部メネット会 

１６日（土）阪和部会 バリタワー天王寺 

２１日（木）例会 卓話（吉田修様）サンホーム 

２８日（木）役員会 サンホーム６階 

 

 

第 43期 ク ラ ブ 役 員 
会 長:畠平 剛志 副会長: 田中惟介 書 記:横田憲子・ 会 計:望月 強・藤井敬子 

メネット会長：望月治子 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/ 

８月 納涼例会のご案内     

日時 ８月１７日（木） 6：30～8：30      

会場 上本町～下味原の中ほど、北側    

   レストラン ブチェイデ 

TEL：06-6765-9329 

会費 ￥５０００―           

。 

４オークションの献品をお願いします 

   

日本区強調月間 8 月 Youth Activities 

 ユースと共にＹＭＣＡを尊重し、ワイズメンズクラブとしての責任と協力を果たし、 

互いの理解を深める為のプログラムを推進しましょう。 

山川新一Ｙサ・ユース事業主任（京都めいぷるクラブ） 

 

編集後記 

 ブリテン編集はマイクロソフトのワー

ドを使用しています。誰もがネットで編集

が出来る利点がありますが、使えば使うほ

ど厄介な代物で、写真を貼り付けたり文章

を削除したりすると、折角整えたレイアウ

トがバラバラに移動したり、消えてしまっ

たりします。ワードの参考書を購入して読

みながら編集していますが未だに使いこ

なせません。意のままに操れるのは何時の

ことやら分かりません。８月号はだましダ

マシの未完成品ですが、完成です。 

望月 強 

 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

