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題】

『選択と集中』 Selection and Concentration
畠平剛志 会長
「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”

クラブ主題
阪和部主題

【今月の聖句】ヨハネによる福音書１７章２１節
（選・解説 岩坂正雄）
「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にいるように、すべてのひとを一つにし
てください」
―――10 月 11 日は、ＹＭＣＡの創立者ジョージ・ウィリアムズの誕生日。世界ＹＭＣＡ同盟正章の
中心にこの聖句が示されているが、本年、日本ＹＭＣＡは、これからの時代に対応する新しいブラン
ドを制定しました。（選･解説 岩坂正雄）

巻頭言

いざ立てＩＢＣ、 心新たに！

丸 尾 欽 造

10 月例会プログラム

2010 年、第 69 回国際大会・横浜パシフィコ
においてオゼルキ・クラブ（ロシア区・サンク
トぺテルグ部）と我が大阪河内クラブは IBC
締結式を華々しく挙行できた感動は鮮明に脳
裏に焼き付いている。国際大会の場で内外多く
のワイズメンの祝福を受け、締結式としてはこ
れ以上の場はないことや、西日本区におけるロ
シア区との最初の IBC 締結という意味でも歴

ＢＦ ＥＦ
10 月 7 日（土）15：00～17：00
司

会

田中惟介君

開会点鐘

畠平会長

ワイズソング

一

聖句朗読

同

岩坂正雄君

ゲスト・ヴィジター紹介

司会者

史的な瞬間であった。
ロシア区との交流は伊藤圭介ワイズによる英語版 HP がロシア区に大ヒッ チャチャチャバンド演奏
結婚・誕生祝い
畠平会長
トし、相互訪問など交流が始まったことに端を発し、やがて日本のクラブ
との IBC 締結を求める声を受けそれに呼応したものであった。国際大会に
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
はロシア区から３０名近い訪日団を受け、大会後の関西ツアーでは各クラ
閉会点鐘
田中副会長
ブの協力を得て日本の夏をステージに日本文化を体感していただいた。
その後、中心的な会員の退会などが伝えられ、情報交換が停滞し IBC の灯が風前にさらされていた。そんな
場所（ＹＭＣＡサンホーム 6 階）
中、IBC であることを確認するかのようなニューアンスを漂わせたメールがクラブ訪問をしたいと伝えてきた。
あらためてオゼルキクラブの会員紹介、活動の様子などが順次伝えられてきた。会員数は女性 4 名になってい
てクラブの現状を察知できた。
彼女らにとっては初めての IBC 訪問となる。受け入れにあたっては兄弟愛に満ちた準備と必要な情報提供な
どに努めたい。クラブ内で十分なコンセンサスをはかり取り組んでゆくことが大切と考えている。
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９月例会報告

にたかつガーデンで開く予定（橫田メン）
【卓話「障害者よくある話」吉田修氏】
吉田氏は畠平会長の友人で、脳性マヒのため発話

記：岩坂正雄

日時：２０１７年 ９月２１日（木）１８：３０
～２０：２５
場所：サンホーム多目的ホール
参加者：メン：畠平・田中・望月・宮本・藤井・
杉村・橫田・佐古・丸尾・岩坂
メネット：望月治子・大藪暢子・初田眞佐子
丸尾初子・小川和代（ヘルパー）
マゴメット：仲川ひまり
ビジター：今井利子（大阪なかのしま）
・
柴田一希（学Ｙガチャリーダー）
ゲスト：吉田修（卓話スピーカー）
以上 19 名
さわやかな風を感じる初秋の例会、宮本桂子メ
ンの司会で定刻に畠平会長による開会点鐘。ワイ
ズソング斉唱、聖区朗読（大藪メネット：大藪メ
ネット）
、ゲスト・ビジターの紹介がなされた。

困難で映写装置を活用してお話し下さった。
――略歴紹介すれば、生まれたときから脳性マヒ
で、手・足・言葉が不自由だが、日常のことは自
力でできるようがんばっている。幼稚園から大学
までずっと通常学級で通した。大学ではコンピュ
ーターを専攻して金融機関のシステム部に就職、

１４年間勤務してソフ
ト開発会社に転職、現在

【会長の時間】

はフリーのホームペー
ジ制作業。
――日常のことは自力でできるように努めている。
自宅はマンションの５階だが、エレベーターがな
くて階段の上り下りで鍛えられている。歩くのは
バランスがとりにくくて危ない。エスカレータも

――10 月のチャリティーラン（大阪 10 月 15 日）
（奈良 10 月 22 日）への協力。支援金を担当主事
とリーダーに贈呈。
――10 月例会は日程を 10 月 7 日午後 3 時に変更し
てチャチャチャバンド演奏による公開例会とする。
佐古メンの食前感謝で夕食。望月メンよりキッ
チンおりたの主人が病気であったが元気になられ
て、お彼岸にちなんで、おはぎ入りの弁当が手配
できたと説明あり、
【インフォメーション】
―― ロシアのオゼルキクラブとＩＢＣの交信が
あって、来日訪問の希望があり、配付資料の通り 4
名の写真・プロフィールが届いた。役員会で具体
案を決定すれば、協力をお願い。元ワイズの伊藤
圭介氏もお力添え下さる。
（丸尾メン）
――北海道じゃがいもが 10 月 14 日（土）に到着
予定、サンホーム事務所に希望数を申込下さい。
（藤井メン）
――ＹＭＣＡの新しいブランド公示のセレモニー
が１０月 1 日（日）13 時 30 分より土佐堀会館入口
で開かれます。（杉村担当主事）
――２０１８年の阪和部会は９月１７日（祝日）

こわい。でもやってみよう。
――言葉づかいも困難。高校時代に京都でタクシ
ーに「駿台（スンダイ）と言うが「仙台（センダ
イ）
」に聞こえて運転手さんを驚かせたこともある
――障害者はもっと出ていこう。そしてみんなは
もっと障害者に慣れよう。
ニコニコ献金のドライバー（初田・望月メネット）
ＹＭＣＡの歌を唱和し、田中副会長の閉会点鐘を
持って閉会。

ニコニコ語録

記録杉村徹

望月メン「今日のお話は笑ってはいけないと思い
つつ笑ってしまう。語る方の本質が現れるのだと
思いました。
」
丸尾メン「また次の話を楽しみにしています。
」
佐古メン「昭和 30 年ごろに勢至学園で子どもたち
をお世話しました。南生駒の駅に障がい者、高齢
者、子どもたちのためのエレベータの設置運動を
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阪和部

ＥＭＣシンポジュウム
記：横田憲子

しています。
」

日

時：９月９日（土）

岩坂メン「しゅうさん、本当に多くのことを学び

場

所：南ＹＭＣA

ました。ありがとうございました。
」

鈴木章三部長による開会宣言で始まる。

がちゃリーダー「リーダーもチャリティーランを

本日出席の森田恵三ワイズ［京都ウエストクラ

通して障がい者の子どもたちの支援を行っていき

ブ］は “ワイズはこのままでいいのか”という危

ます。」

機感から生まれたワイズ将来構想特別委員会の委

今井メン「ワイズ 40 年あまり。障がい者の支援も

員長である。元理事の岩本悟ワイズが２０１６年

していまして、そこが最近お店を開きました。リ

に第１回役員会にて

サイクルのお店です。楽しいお話しをいただき、

会」の設置を提案され、２０１７年第２回役員会

一人ひとりが大切にされていることが大切だと思

にて承認され趣意書・規則・委員が決まっている

いました。」

ことが（区報第２号通巻６１号）
・（理事通信新春

宮本メン「私も障がい者です。たまに忘れられる

特別号）に載せているためぜひ読んで下さいと強

（笑）。障がい者トイレに入ったら、今日はゴミ箱

調された。

１４：００～１６：００

２階

「ワイズ将来構想特別委員

森田恵三ワイズは会員増強がワイズの永遠の課

がありました。これまでなかったんです。すごい！
ありがとうございます。」

題であること、年代層の違いからエクステンショ

畠平メン「飲み友達ということをよく分かってい

ンの大切さを話された。今あるクラブで、熱意と

ただけたと思います。おもしろいでしょ。健常者

実践力を持った人をリーダーとしてＹＭＣＡとの

も障がい者も面白い人も面白くない人もいる。同

協働関係と共に将来構想創りが必要になっている

じなんです。
」

こと、ＥＭＣアンケート結果についての説明の中

吉田ゲストスピーカー「こんな話を聞いていただ

で河内クラブが平均年齢が６７歳でかなり高齢で

いてありがとうございました。長かったかなと反

あることが分かった。
ＥＭＣ事業主任の三科仁昭ワイズは、１。ＥＭ

省もありますが、またお願いします。」
田中メン「告白します。名刺交換した時に、私、

Ｃ推進チームのたち上げ

２．友達を誘ってくる

本当は聞き取れなくて、分かったふりをしていま

例会の持ち方

した。バレていたとは…。ごめんなさい」
（笑）

ディアが必要であること。４．自クラブ目標の設

丸尾メネット「今日はありがとうございました。」

定をはっきりとすることを上げられ、最後に各ク

横田メン「
｛障がい者に慣れよ｝ということが、心

ラブのＥＭＣの現状を会長から報告され、主任表

に響きました。我が家も 5 階建、エレベータはあ

題の［笑顔で、みんなで、コミュニケーション］

りません」（笑）
。

を共に唱和して阪和部ＥＭＣシンポジュームを終

藤井メン「（なんでこんなところでこけるんか）、

えた。

３．青年会議所出身者を誘うアイ

それは私も同じです」
（笑）。
望月メネット「ありがとうございました。一見、
お若いように見えて、50 歳には見えなかった！こ
れからは、畠平さんと漫才でもなさったら（笑）
と思いました。楽しいお話しありがとうございま
した。」
初田メネット「今日は楽しいお話しありがとうご
ざいました。宮本さんの所で働いていますが、向
こうは「初田さん分かっていないだろうな」と思
っていると思います。カヌーの写真、私も四万十

出席者３６名で、河内クラブは望月・丸尾・畠平・

川で乗りました。とても楽しかったです。
」

横田の４名でした。

ニコニコ語録 ￥１２，５００．
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奈良メネット例会に参加

ＹＭＣＡサンホームニュース

9 月 11 日 奈良 YMCA あきしの保育園でメネット例
会が開かれ市本貴志メンから「こども食堂」のお話しを
聞きました。

子ども広場が始まって、あっという間に一年が
過ぎました。習い事や小学校卒業で来なくなった
り、また学校の先生に教えてもらったり、夏休み
のボランティア体験からつながったりして今の登
録は 9 人。実は昨日（28 日）に、新しいお友達が
来てくれました。2 年生です。みんなと仲良く、
楽しく過ごす場となるように頑張ります！

参加者：初田・大藪・丸尾 2 名・望月 2 名

第２９回阪和部会
９月１６日 ハテルバリタワー天王寺で盛大
に行われました。バナーセレモニーは橫田メンが
会長代理で登壇しました。会場は広くてユックリ
してフレンドリーの時間が持てました。現状の部
会として 133 名の集客は立派です。

参加者：佐古・畠平・初田・橫田・丸尾 2 名・
望月 2 名

阪和部メネット会
阪和部会に先きたち南ＹＭＣＡにおいて開催
されました。ＮＰＯ法人フードバンク関西代表理
事浅葉恵氏より「フードバンクと子供食堂」につ
いてのお話しがありました。既にⅠ年以上前から
取り組んでいる特養ホームＹＭＣＡサンホームで
の「ＹＭＣＡこども広場」の取り組みを大阪東Ｙ
ＭＣＡ杉村徹主事からお話しをされました。

東ＹＭＣＡリーダー会
9 月 24 日に今年度 2 回目の東大阪地域の子ども
たちを対象とした野外活動を実施いたしました。
今回は 22 名とここ最近の中では多くのお友だち
が集まり当日を迎えました。
久しぶりに会うリーダーやお友だち。初めて会
うリーダーやお友だち。それぞれが野外活動を通
して新たに出会い、繋がる日となりました。次回
は 11 月 3 日に実施いたします。
リーダー会では、10 月 8 日の八戸ノ里フェスタや
チャリティーランに向けての準備も進めています。
チャリティーランを通して河内ワイズの皆様、サ
ンホーム、東大阪地域リーダー会との繋がりがよ
り強くなることをお祈りいたします。

今月のリーダー会
参加者：メネット 初田・丸尾・望月

10 月 16 日（月）
19 時 15 分から
場所 サンホーム

メン 宮本
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９月役員会報告

ozerky IBC・オゼルキクラブ情報 ozerky
オゼルキクラブからクラブの現状を紹介するメー
ルが届きましたのでご紹介いたします。丸尾欽造

日時：２０１７年９月２８日

出席者：佐古・田中・丸尾・畠平・望月・横田
＜報告事項＞
１、１０月１５日（日）チャリティーラン集合
は８時に鶴見緑地大芝生けやき通横。
２、ジャガイモ申し込みは未確認である。
３、作品展に関して申し込みは現在１０数点あ
ること。
＜議題＞
１、１０月公開例会について
① １３時から音響セッティング
② 横断幕は宮本メンにお願いする。
③ 当日名札は望月メンにお願いする。
④ １５時開会畠平会長・司会は田中メン・
聖句朗読は岩坂メン・１７時閉会点鐘は
田中メン
⑤ １０月号ブリテン発送は９月３０日（土）
午後１時より行う。
２、１１月例会準備
① 看板は畠平会長にお願いする。
② 横断幕は丸尾メンにお願いする。
③ 設営支援をリーダーにも交渉中で、交通
費の補助を了解される。
④ 作品鑑賞会用の撮影を丸尾メンにお願
いする。
３、クリスマス例会に関して
⑤ ２０１７年１２月１４日（木）１８：３
０～２１：００
⑥ ホテルセイリュウ
⑦ 会費は６０００円
⑧ アトラクションとしてビンゴゲーム・ク
リスマスオークションを行う予定。
４、オゼルキクラブ招聘に関してクラブ国際・
交流委員の丸尾メンより説明があり、河内
クラブと
して承諾をし今後オゼルキクラブと連絡を
取りながら進めていくことを了承する。
５、１１月ブリテンに関して
＊チャリティーランの報告を宮本メン・ジ
ャガイモファンドを望月メンが担当とする。

▼Anna Zolotova アンナ・ゾロトバさん
学校の先生。プレスクールを支援
する基金創設者。32 歳と 30 歳の
息子さんと 28 歳の娘さんの母。
4 歳のお孫さんがいる。読書、料
理とブラジルが大好き。

オルガ・ブチナさん
学校の先生であり、先生の指導
者。息子・ガスさんは 28 歳。5
歳の孫娘さんを持つ。
趣味は料理、読書、旅行。

▼Marina Loguinova マリーナ・ログィノワさ
ん。2 人の息子さんを持つガラス細工のアーテ
ィストでその作品は驚嘆するも
のがある。
彼女たちは、大阪河内クラブへの訪
問を希望されており、訪問時期、滞
在日程、人数など情報交換している
ところです。
意義深い交流となりますようにご
協力をお願いいたします。

X’s 例会

日時
場所

１９；００～２０：３０

場所：サンホーム６階

主な活動 : 地域の公園や道路の清掃などの社
会奉仕への参加、使用済み乾電池の収集、そして
避難民に対するロシア語のフリーレッスンと衣服
の収集や募金などの支援活動。
メンバーは９月に新しい会員が１名入会し、現
在女性ばかりの４名で、次の方々です。
▼ Oksana Sudareva ・ president
オクサナ・スダレバさん
（会長）英語教師、17 歳の
お嬢さんと 2 匹の猫。
趣味は読書と旅行。

▼Olga Butina

記：横田憲子

2017 年 12 月 14 日
18：30～21：00
ホテルセイリュウ

大阪平野の夜景を X’s ツリーに見立て、円卓で食事
アトラクション・ビンゴゲーム・オークション
会費¥6000-
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HAPPY

BIRTH

22 日

畠平

WEDDING

10 月

DAY

日

明子さん

程

大阪河内クラブ

10 月７日（土）公開例会、河内ワイズ

ANNIVERSARY

大阪チャチャチャバンド

１１日 岩坂正雄・千種 夫妻

10 月 15 日（日）チャリティラン

１５日 青野剛暁・亜希子 夫妻

10 月 31 日（火）ワイズ障がい者作品展

２７日 橫田憲子・充宏 夫妻

～11 月 2 日（木）
11 月 16 日（木）河内ワイズ例会
12 月 7 日（木）河内ワイズ役員会
12 月 14 日（木）河内クリスマス例会

公開例会につき変更しました。

編集後記
無駄、最近ムダについて考えています。

ご注意！

「ムダを大切にしよう。」何もかもムダを
省くことはよいことばかりでは無いと思
うようになりました。商売柄、機械を作る

１０月

に当たりムダとか遊びが重要です。遊びの

７日（土）

無い機械は動きません。特に人間関係はム
ダばなしが大切だと思います。ムダばなし

午後３時から５時迄

の中から良いアイデアが生まれる。
ワイズライフのムダを大切に！

場所 変更ありません
ＹＭＣＡサンホーム 6 階

ＢＦ ＥＦ

望月 強

西日本区強調月間

10 月

国際組織の一員であることを認識し、ＢＦ／ＥＦの目的を理解しましょう。

金澤一郎 国際・交流事業主任（京都クラブ）

会員数（連絡主事を含む）

13

名

ゲスト・ヴィジター出席数

3

名

広義会員・功労会員数

2

名

メネット・コメット出席数

6

名

特別メネット

2

名

功労会員・広義会員出席数

2

名

９月例会出席者数（会員）

7

名

９月例会出席者総数

19

名

メイクアップ

2

名

９月 役員会出席者数

7

名

９ 月の出席率

69.23%

９月例会充足率

にこにこ献金
９月
にこにこ献金
12,500 円
今期累計

146.15%

28,500 円

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

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL 06-6787-3733

http://kawachi-ys.org/
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