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【今月の聖句】 コリントの信徒への第二の手紙 4 章 18 節 （選・解説 岩坂正雄） 
「見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。 

見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。」 

――形式や制度の根底にある YMCA 精神こそワイズ運動の原点です。 

巻頭言 「握りしめた２００円」 望月 強 

 

 先日、ＹＭＣＡ東大

阪地域全体リーダー

会に参加致しました。

「子ども広場」をＹＭ

ＣＡサンホームと協

働して行っており、リ

ーダーが直接子ども

達と関わっています。

リーダーがそれぞれ

の立場から、年間評価

の報告をしていました。 

杉村主事と箕浦主事が「子ども広場」立ち上

げた活動も 2年を経過しました。行政が進めて

いる「子ども食堂」と「子ども広場」は、子ど

もの居場所を作るという点では、同じものです。

食堂となると食事をすることのイメージが先

に頭に浮かびます。広場は子どもが集まり、遊

び学びの場が想像されます。そして食事を共に

食す。「子ども広場」と名を付けたことは、Ｙ

ＭＣＡらしい発想だと感心しています 

子どもが「こども広場」に参加するためにや

って来て、待ち受けていたリーダーに、握りし

めた２００円を差し出しました。手のひらの上

には、１円や５円、１０円が混ざった小銭で、

丁度２００円でした。その子どもにとって２０

０円は大切です。お小遣いを削ってまで「子ど

も広場」に参加したいと思い、楽しみに待って

いる子もいる。リーダーはその心に寄り添い受

け取っている。リーダーの話に私は感動を覚え

ました。「子ども広場」は子ども達を育てるが、

若いリーダー達の学びの場であり、成長する場

であると確信しました。 
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            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” 
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２月例会報告 
         報告：丸尾欽造   

「次期クラブ役員選挙」と 

「ワールド・カフェ」 

出席者：岩坂正雄、佐古至弘、杉村徹、田中惟

介、畠平剛志、藤井敬子、 

丸尾欽造、宮本桂子、望月 強。 

メネット：大藪暢子、丸尾初子、 

望月治子、初田眞佐子。 

ビジター：今井利子（大阪なかのしま） 

以上 14名。 

▼定刻に開会を宣言。準備にやや手間取り感が

あったが後半期の最初のクラブ定例会。次期ク

ラブ役員の選出は、実態として「誰を選ぶか」

の投票ではなく、被推薦者を「承認するか否か」

の方法によるものである、すでに次期会長が指

名した書記、会計を除く「副会長」の選出に至

る経過について選考委員長（丸尾欽造）から報

告があった。発表され

た候補者は、 会長・

田中惟介、 副会長・

丸尾欽造、書記・大藪

暢子、会計・藤井敬子

の４名（敬称略）。投票

の結果、全候補者が「承

認」された。 

▼例年、「断食の時」例会は、ワールド・カフ

ェを実施して、お茶とお菓子で「茶」を濁す。

テーブルは３卓。畠平会長から用意されたテー

マは「心に残るイベント」である。各テーブル

で発題をどのように展開していったのか。なに

がしかの感動の瞬間があったのだろうか。あれ

これと尤もらしく紙面に文字化することは控

えながら、模造紙に書かれていた見出し調のコ

メントをベースにそのいくつかをピックアッ

プさせていただくことにしたい。 

☆「近鉄の金森さんが YMCA の地域活動に感銘

を受けてこの土地を譲渡くださった。その頃

の様々なイベント。近鉄球団の梨田選手や小

川選手など、、」 

☆「NPOを設立して丸 10年、物心両面で支援し

ていただいたワイズの人たちとの遠足イベ

ント、、、」 

☆モトクロスの仲間とバーベキュウして、 

「バーベクロス」。「食」は人とのつながりを

一気に結ぶ。 

☆想い出話多出。前を向くのはしんどい、外を

向く。 

☆人との出会い、気の合わない人との出会い、

人とのつながり。 

☆心に残る想い出はすべて人間関係からいず

る。 

☆今日、メネットの茶話会。芳澤さんが入って

きて一緒にお茶を。佐古さんも来られた。娘

さんとサンホームのメネットさんの面会に。

書道が飾ってあった「愛」の字。（直近の想

い出？） 

●以上のような観点からの記載が表現に多少

の違いがあるものの目立った。また、次のテー

マとして「今後、どのようなイベントをすれば

いいと思

うか」と進

んだ。☆ポ

ットラッ

クを楽し

みたい。毎

月は大変

だけど。 

☆東 YMCAのリーダー会に参加しよう。 

☆食べて、飲んで、楽しくやりたい。 
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――など、の書き込みがあり、また、真意が理

解できない字句や他クラブに関することなど

もあって、その部分は割愛させていただくこと

とした。 

◎全体に、「食」につながることへの志向性が

多く見られた。「断食例会」がよほど堪えたの

であろうか。 

 
ニコニコ語録 

＊2月例会時、出席者全員の一言メッセージ 

岩坂メン：なんとか元気にやってます！ 

宮本メン：お腹の風邪をひきまして 3キロ痩せ

ました。分かりませんやろ（笑） 

今井メン：今日も心に残るイベントでした。 

丸尾メン：スペシャルオリンピックスの機関誌

をお配りしています。私が写真を撮ってます。

今月で金婚式になりました。 

田中メン：信任ありがとうございます。7 月か

らなんとか、ご覧のように両手に花で頑張り

ます！ 

望月メン：二度目の高齢者運転免許、無事に通

りまして、夫婦ともども。実地試験の時には

家内は二回落輪。私は一回で。 大藪さんの

教習所行ってゴマすって…合格（笑） 

藤井メン：今日が結婚記念日だと、はっ！と気

づきました。家で言ってもきっと右から左と

思います（笑）。 

丸尾メネット：誕生祝とどうにか 50 年の結婚

記念ありがとうございました。一日一日大切

に平和に暮らしたいです。 

初田メネット：楽しいお茶会、そこに芳澤さん

がひょっこり来られて、嬉しかったです。芳

澤さんからにこにこの献金をいただきまし

た。 

望月メネット：今日は楽しい会でありがとうご

ざいました。 

佐古メン：今日はメネット会に参加して、その

後 3階でみんなで家内と会っていただいてあ

りがとうございました。 

大藪メネット：メネット会で盛り上がりありが

とうございます。主人のためにお悔やみをい

ただきましてありがとうございました。 

畠平メン：今日

はワールドカ

フェ 3 回目で

ありがとうご

ざいました。

後半はかなり

話も尽きなかったと思います。続けていきた

いと思います。  

 

 ２月役員会報告  
２月役員会報告    報告者 宮本桂子 

 日時：２月２２日 19：00～20：30 

 出席者：畠平 田中 望月 宮本 

報告 

１＞第 3回評議会について：畠平会長より報告

があった 

２＞阪和部一泊研修会について：畠平会長より

詳細の説明があった 

３＞半期中間報告 ：会計の望月メンより上半

期の報告があった 

 

議題 

1＞3月メネット例会 

食事用意：中野メネット：引取望月メン 

受付会計:望月、藤井 

司会: 丸尾メネット 

開会点鐘:望月メネット 

メネットソング:一同 

ゲスト、ビジター紹介：司会 

会長の時間:畠平 

聖句朗読：初田メネット 

食前感謝：新本メネット 

食事 

インフォメーション 

東ＹＭＣＡリーダーより報告：「こども広場」 

 リーダー金谷 美穂 みほ（むうリーダー） 

    野間田 佳奈  かな（りんリーダー） 

卓話、実地：畠平メネット「軽い体操で元気に

過ごす」 

結婚、誕生祝い: 望月メネット 

にこにこ：中野メネット 

ＹＭＣＡの歌：一同 
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閉会点鐘:田中メネット 

4月号ブリテン（4月 5日印刷） 

巻頭言:中野 

例会報告: 大藪メネット 

役員会報告:宮本 

サンホームニュース:杉村 

◎今後の日程 

３月３日（土）：YYYフォーラム 後日案内 

３月 10,11日（土・日） 

：次期会長・主査研修会 

３月 17日～18日 阪和部 一泊研修会 

４月１０日（火）阪和部メネット交流会 

４月１９日（木）：通常例会 

（ゲストスピーカー石田泰史氏） 

４月２２日（日）：らくらく登山 

 

紀の川クラブ一泊研修会に参加 
記 望月 強 

2月 3日に紀の川クラブ一泊研修会に参加致

しました。場所は和歌山海南インターチェンジ

より山に向かって車で約 30分、和歌山は平野

が少なく 30分も走ると深山渓谷に入ります。

川の水も澄み、近くに美里天文台が在るぐらい

ですから空気も澄む良い環境です。 

 到着後の研修会は西日本区への献金につ

いて永井会長からメンバーの皆様に問いかけ

が有りました。この話題は他のクラブでも考え

るべき問題で、我が大阪河内クラブに於いても

議論を深めるべきと思いました。河内クラブで

も献金が会費の中から割り振られた金額を西

日本区へ振り込むだけで、メンバー個々が献金

の意義を理解していない現状です。 

金城メンに用意された会場は特別に設えた

米寿お祝いの会は紀の川クラブの皆さんの思

いを込めた素晴らしいものでした。クラブメン

バーから歓迎され慕われている証でと感心し

ました。和歌山ＹＭＣＡ職員・リーダーからの

メッセージを冊子に纏められた物を渡さて、そ

の朗読をお聞きし感銘致しました。和歌山ＹＭ

ＣＡスタッフ・リーダーそして紀の川クラブか

らも愛され信頼されている金城清輝メン。 

 

ＹＭＣＡサンホームニュース 
記 杉村 徹 

☆ボランティアポイント制度！ 

ＹＭＣＡサンホームは、大阪河内ワイズメ

ンズクラブの方々をはじめ、喫茶ボランティア

さんやギターボランティアさんなどの多くの

人々に支

えていた

だいてい

ます。私

たちはボ

ランティ

アを通し

て、その

方が生き

生きと活躍され、地域にとって必要とされる存

在となることが願いであり、その働きを支援す

ることがＹＭＣＡにとって、とても大切なこと

だと考えています。地域の多くの方々が、ボラ

ンティアを通してＹＭＣＡに集っていただけ

るように、その働きが地域に広がることを願っ

て、4月から「ボランティアポイント制度」を

始めます。詳細は 3月 3日のボランティア感謝

祭で発表します。ぜひ、お越しください！ 

 

 

 

 

 

 
 

tsumo
テキスト ボックス
だ

tsumo
テキスト ボックス

tsumo
テキスト ボックス
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次回リーダー会 

3月 20日(月) 10:00〜 

 ＠サンホーム 

東ＹＭＣＡリーダー会 
記 切通 菜摘 

２月の全体リーダー会では、2017年度「子ど

も広場」の評価会をおこないました。今年度の

課題、次年度のやりたいことを話しました。実

際に子どもたちと関わる中で感じることがど

んどんと出てきて、これからの「子ども広場」

を考える時間となりました。現在、サンホーム

入居者さんの夕食の時間に配膳のお手伝いを

させてもらいながら交流をする時間も始まり

ました。少し緊張気味の子どもたちも、入居者

さんからの温かいお言葉、笑顔で緊張もほぐれ、

入居者さんにも喜んでいただくすてきな時間

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

メネット 茶話会 
 

河内例会が始まる前に喫茶店「ルジャンドル」

において、温かいお茶を飲みながら 3月メネッ

ト例会の打合せを致しました。 

飛び入りで元メンバー芳澤さんがお出でに

なり話が弾みました。 

サンホームに入居された佐古メネットをみ

んなで、お見舞いしました。お元気な姿をお目

にかかれました。 

出席者 丸尾メネット・中野メネット・初田メ

ネット・大藪メネット・望月メネット 

 

 

奈良クラブ・メネット会 

みんなで守ろう！！ 
子どもの笑顔と未来！！ 

 今、最も話題になっている子どもの貧困や児

童虐待など、子どもに関わる社会問題について

の講演会とシンポジウムが開かれました。 

 会場は奈良文化会館において２００名余り

の人々が集い、講師・パネリストには教授や市

会議員が参加されました。 

 パネリストの一人、奈良クラブメンバーご息

女の林聖子様がスクールソーシャルワーカー

の立場から子供達のおかれている現状を分か

り安くお話しされたのが印象深く心に残りま

した。 

 河内クラブから田中メン・中野メネット・丸

尾メン・メネット・望月メン・メネットそして

橫田メン。橫田メンワイズ公式会に復帰、元気

なお姿をお目にかかれてよかった。 記:望月 
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3 月 例会プログラム 

ＪＷＦ  強調月間 

３月１５日 木曜日 

司 会        丸尾初子 

開会点鐘       望月治子 

メネットソング     一 同 

ゲスト、ビジター紹介 司 会 

会長の時間      畠平剛志 

聖句朗読       初田眞佐子 

食前感謝       新本力子 

諸報告・インフォメーション 

Ｙ「こども広場」   むうリーダー 

りんリーダー 
 

卓話、実地「軽い体操で元気に過ごす」 

畠平明子 

結婚・誕生祝い    望月治子 

にこにこ       中野涌子 
大藪暢子 

ＹＭＣＡの歌       一 同 

閉会点鐘       田中加代子 
 

場所 ＹＭＣＡサンホーム６Ｆ 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数（連絡主事を含む） 12 名 ゲスト・ヴィジター出席数 1 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 4 名 前月迄 55,500円 

特別メネット 3 名 功労会員・広義会員出席数 2 名 2 月にこにこ献金 

2 月例会出席者数（会員） 7 名 1 月例会出席者総数 14 名 13，476 円 

メイクアップ 2 名 1 月 役員会出席者数 4 名 今期累計 

2 月の出席率 75.00% 1 月例会充足率 116.67% 68,976 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   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/ 

ＪＷＦ  西日本区強調月間  ３月 

ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念日に合わせて 

献金の為のワイズであろう！   森本栄三ＪＷＦ管理委員長（大阪高槻） 

HAPPY BIRTH DAY   ３月 

2 日 藤井 敬子 さん 

１６日 佐古 至弘 君 

２９日 岩坂 正雄 君 

 WEDDING ANNIVERSARY 

３０日 田中惟介・加代子 夫妻 

 

日時 

3 月 3 日 

 （土曜日） 

13:30～ 

  16:00 

南ＹＭＣＡ 

2F ライブラリー 

参加費 

500 円 

編集後記 

 時代の変化が激しくついて行くのが大変です。
特にスマホのソフトの進化は荒まし老人には 
戸惑う事が多く若者から聞かざるを得ない！ 

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

