
巻頭言「障碍者アート」　　　　　　宮本桂子 
　最近「障碍者アート」という言葉を耳にする機会が
増え、その独特の感性で作られた作品の芸術性が国内
外で注目を集めています。ではなぜ、「障碍者アート」
が注目されるのか？考えてみますと、その芸術性以外
に、個性が重視されるアートでは、障碍の有無にとら
われない世界があるということでしょう。 
そういった活動を後押しするように今年６月に「障害
者による文化芸術活動の推進に関する法律」が制定さ
れました。 
同法は基本理念として①障害の有無にかかわらず、文
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国際会長　Moon Sang -Bong 
　主題　　　「私たちは変えられる」Yes we can change 
　スローガン「挑戦への勇気」　Courage to challenges 
アジア太平洋地域会長　田中　博之 
　主題　　　　「アクション！」　Action! 
　スローガン　「誇りと喜びをもって」　With Pride and Pleasure 
西日本区理事　遠藤　通寛 
　主題　　　　「未来に残すべきものを守り育てる」　Let's Protect Cultivate 
What Should Be Passed on to the Future 
　副題　　　　「めぐり逢う一筋の光」　Seek Your Encounter with Ray of Light 
阪和部部長　横田憲子 
　主題　　　　「人とともに　喜びを」Share the joy of others! 
クラブ会長　田中　惟介 
　主題　　　　「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future 

２０１8年11月報　　  　　Vol. 517　11月1日発行 

【今月の聖句】【マルコによる福音書2章22節】 
「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れる」ー新しい収穫を受け容れる備えがわたしたちに
できているでしょうか。ー（選・解説　岩坂正雄） 



化芸術を鑑賞・参加・創造することが出来るよう、障害者による文化芸術活動を幅広く促
進②専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された作品が高い評価を受
け、その中心が障害者の作品であること等を踏まえ、障害者による芸術上価値が高い作品
等の創造への支援を強化③障害者により文化芸術活動に係る地域での作品等の発表、交流
等を促進し、心豊かで住みよい地域社会の実現に寄与④障害者による文化芸術活動の推進
に関する施策については、次のことが行われなければならない　・障害者による文化芸術
活動に特化した措置を実施　・文化芸術の振興に関する一般的な措置の実施における特別
の配慮　とあります。 
アートだからこそ実現されうるであろうことが人々に理解され、社会に広がっていけば、
差別のない共生の社会の創造につながるのではないかと思います。 
大阪河内ワイズメンズでは、１１月２１日、２２日、２４日に「第３回ワイズ障碍者作品
展」を東大阪市役所にて開催いたします。この作品展は、私の「やってみたい」という気
持ちにメンバーが賛同して下さり開催に至りましたが、第１回、第２回とも大盛況に終え
ることが出来ました。第３回も盛況でありますように、どうか皆様方のご協力をお願いい
たします。 

例会報告　　　　　畠平剛志　　　　　　　　　　　 
日　時：2018年10月18日（木）18:30
～20:30 
場　所：サンホーム６F 
出席者：メン　岩坂正雄、佐古至弘、田中
惟介、畠平剛志、藤井敬子、望月強、横田
憲子、中野義彦、杉村徹 
メネット　田中加代子、丸尾初子、望月治
子 
ビジター　今井利子（なかのしま）　金谷
美穂（むうリーダー）、松原由佳（けんぴ
リーダー） 
ゲスト　東野善次　　以上参加者16名 

今月の例会は久
しぶりのサンホー
ムでの実施とな
りました（9月は
たかつガーデン、8月は屋形船）。例会に
はリーダーも出席し、チャリティラン支援
金、給水費およびジャガイモの事務手続き
に対する謝礼金が手渡されました。 
今月の講話ゲストは大東市の龍間にて、ハ
イブリッド型バイオマス発電所「龍間発電
所」を運営しておられる東野さんでした。 
まずは株式会社BPS大東　龍間発電所の紹
介ビデオを見た後、パンフレットなどを使っ
て発電所の紹介をしていただきました。そ
こでパンフレットに載っていないいろいろ
な裏話が非常に面白かったので、ここに講
演メモの採録を載せさせていただきます。 
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株式会社BPS大東は、発電所を作る前に間
伐材などを利用して炭を作る事業などを行っ
ていて、そのなかの事業の一つとして間伐
材や建築廃材などをブレンドして発電用チッ
プを作成して四国の製紙工場に送る事業を
していました。 
そんな中、東日本大震災が起こり、民主党
政権によって再生エネルギーの推進と再生
エネルギー買い取りのための電気代への上
乗せが始まりました。最初は孫さんと民主
党によって太陽光が推進されました。（太
陽光発電は契約時に買い取り単価が決めら
れたので、高い単価のときに契約し、その
ままパネルの単価下落を待っているまま、
今まだ着工していない事業所もあり、いろ
いろと問題があるように思います。） 
その後、FIT制度によってバイオマス発電
も推進され、龍間発電所を建設しました。 
バイオマス発電の買取価格は間伐材由来で
1kwhあたり32円から建材廃棄物13円ま
で幅があります。ただ発電燃焼に最も適し
た木材水分量は35%なのですが、生木の
50%から廃材の20%まで幅があり、これ
をブレンドして35％にしています。ここで
以前からチップを作成していた経験から、
どのようにハイブリッドし混ぜれば35%
になるかよく分かっており、他社原木のみ
のバイオマス発電所のようなチップを乾燥
させる工程が省けています。 
金銭的にも、間伐材は購入していますが、
廃材などは有償で引き受けており、それら
をあわせるとだいたい同じようなものにな
ります。 

（らくらく登山道が崩落したとの報を受け
て） 
龍間発電所は大阪府から剪定材などの受け
入れもしていました。普段は1日250トン
程度の受け入れがあり、消費量としてもそ
のぐらいでバランスが取れていたのですが、
先日の台風21号が来てからの8月以降は1
日400トンの搬入があり、それが今まで続
いています。ちょうど先週、台風での倒木
についての大阪府との話し合いがあり、行
政区でまとめて受け入れを始めるのが来年
の３ないし4月なので、多分、らくらく登
山道の倒木の受け入れはそれ以降になるの
ではないでしょうか。 
ちなみに台風では停電がありましたが、発
電所から関電への送電線も切れ、4日間発
電できないということもありました。 

にこにこ語録　　テープ起こし杉村徹 
けんぴリーダー・むぅリーダー　子ども広
場でお泊り会をしたい。子どもたちとお話
ししているところです。9月24日のチャリ
ティーランに参加しました。イッテＱに仮
装して無事に完走しました。ありがとうご
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ざいました。またワイズの方々との関係も
深めたいです。応援をお願いいたします。 
中野さん　たまに来まして、今日は自然の
ことに興味があるのでとても楽しかったで
す。 
丸尾メネットさん　難しい話でちょっと…
と思っていましたが、スライドをみて電力
のことで、大切なお話だと思いました。 
横田さん　日本には山があってたくさん木
がある。電力が不足しないな（笑）と思い
ました。 
藤井さん　夫は山が好きで、最近は生駒し
か行かなくなりましたが、どんぐりをいっ
ぱい拾ってくるんです。３０も４０も芽が
出て、それを山に返しに行きますが、それ
がいつ間伐材になるのかなと（笑）。私は
もうやめてほしいのですが…笑 
畠平さん　面白いお話しありがとうござい
ました。森林ジャーナリストの方のブログ
で拝見したことがあります。そんなに木っ
てあるのかなと思っていましたが、今日の
お話でよく分かりました。 
佐古さん　ありがとうございました。少し
前もって知恵をと思い吉野木材について思
い出して
いました。
じゃがい
も販売、
ありがと
うござい
ました。 
岩坂さん　結婚記念お祝い、58回目の記
念日でした。世界のジョージウイリアムズ
の日が結婚記念日で、みんなに祝ってもらっ
ているなと思っています（笑）。 
今井さん　私、河内長野でして、山の所に
いるんですけど、昨日は医学のお話を聞き
まして素晴らしいなと思っていましたが、
今日もとっても素晴らしいお話でした。 

望月さん　司会を久しぶりにしました。大
変あがりました。東野さんのお話しにとて
も興味があって、ぜひ現地をお伺いしてと
思います。ジャガイモを毎年、里見さんに
お願いしています。90歳だそうです。運転
免許更新の認知症検査、トップで通ったよ
と言っていました。私も頑張ろうと元気が
出ました。 
田中さん　ゲストプロフィールを話すはず
が、司会があがってしまってとばしてまし
たよ（笑）。東野さんは八尾高の後輩なん
です。是非とお願いしてきてもらいました。
ありがとうございました。 
東野さん　ありがとうございました。この
頃、よく話をする機会があるんですけど、
私も来年70歳で、もう…と思っていたの
ですが、どこに
行っても私よ
り年上の方が
元気で、引退
とは言えなく
なって（笑）。
また機会があ
れば呼んでく
ださい。 
田中メネットさん　電気代の請求書をじっ
くり見ようと思います。今日のお話もよく
分かり勉強になりました。 
望月メネットさん　お話しありがとうござ
いました。聞いていましたが新しいことに
取り組んでおられて、見学もお願いします。
杉村さん　チップを作っておられたところ
から発電へと取り組まれたお話し、とても
興味がありました。 
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第４４期第５回役員会報告　書記大藪暢子 
出席者　田中・藤井・大藪・丸尾・畠平・
宮本・横田・望月 
11 月例会　11 月15日（木） サンホーム
６階１８：３０～２０：３０ 
担当　作品展実行委員　　 
テーマ「作品を見て　称えよう・・・」 
例会役割分担 
司 会　 横田憲子君　　　 聖句朗読　大藪
暢子君　　食事手配　 望月　強君　食前
感謝　 岩坂正雄君　　　 
ニコニコ　 当日指名　受 付 会計 藤井 君　　　
音楽担当・会計兼任 
12月号ブリテン原稿 
11月例会報告 畠平剛志君　　にこにこテー
プ起稿　 杉村　徹君　役員会報告　　大
藪暢子君　　 
Ｙニュース 切通菜摘さん　サンホームニュー
ス杉村徹 君　巻頭言　 望月　強君 
原稿最終締切は11月26日です 厳守！！ 
審議事項・報告・連絡事項 
《審議事項》 
1．11月例会　担当・企画　上記の様に決
定　 
2、12月　クリスマス例会　実行委員とし
て大藪・藤井・丸尾・望月 
YMCAとの接点を考慮する 
３、役員選考委員　任命　幹事の丸尾・中
野＆望月・田中　まず　ブリテン11月報
で立候補者を求める 
４、部会運営にあたっての経費請求　集計
中　評議会では概算剰余金を　会長報告で
述べる。 
５、その他　障碍者作品展での役割分担を
決める 
看板作成＝丸尾　設営（21日9時～）＝畠
平・望月・丸尾・田中・アルバイト数名 
《報告事項》 
１、      じゃがいも完売　清算は未済 

２、      大阪クラブの記念例会　期日が済
んでいるので各自で申し込む 
《連絡事項》 
１、11/1　第２例会（ブリテン11月報作
業）YMCA サンホーム15：00～ 
２、11/10　大阪クラブ　90周年記念例
会　丸尾・望月夫妻・田中 
３、11/21、11/22、11/24　障碍者作
品展 
４、11/22　役員会　X’s例会の詳細決定 

YMCAニュース　　　　　　切通菜摘 
10月27日-28日に大阪YMCAユースボラ
ンティアリーダー研修会がありました。 
日頃ウエルネスのプログラムで活躍するユー
スリーダーの学びの2日間です。今回の研
修ではSDGsについての学びを深め、目標
に向かって私たちには何ができるのかとい
うことを考える機会をもちました。 
ユースの力で研修会での学びを広げ、より
よい社会への第一歩となりますように。 
冬の特別プログラムの募集も始まりました。

今シーズンも、スキー、雪遊び、スポーツ、
デイキャンプ、さまざまなプログラムでこ
どもたち、リーダーが集まります。こども
たちにとって、良き思い出、そして輝く未
来に繋がるプログラ
ムとなりますように
リーダーとともに準
備に取り組んでいき
たいと思います。
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次期役員候補を受け付けます　 
クラブ会則第11条　第2項に基づき　
次期役員候補者を求めます 
立候補される方は11月役員会（11/
22）までに　選考委員会長丸尾迄　そ
の旨申し出てください。
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2018年10月25日

H30.11.21,22,24

　　　　　東大阪市役所１F

11/21 13:00~16:00

11/22 10:00~16:00

11/24 10:00~13:00

作品展に先立ち、11月15日（木）18:30~20:30に作品披露例会
を行います（東YMCAサンホームにて、お弁当つき）。

作品展に提出する作品に限らず、作者コメントとともに作品
を鑑賞させていただきます。作品は当日お持ちください。

�1

第3回ワイズ
　　障がい者作品展

第４4期　ク　ラ　ブ　役　員 
会 長:田中惟介　副会長:丸尾欽三　書 記:・大藪暢子　会 計:藤井敬子 
メネット会：田中加代子　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/

HAPPY BIRTH DAY 1１月 
該当者はありません 
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

★西日本区強調月間　Piblic Relations  
Wellness★ 
ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会
的認知度を高めましょう。 
加藤信一広報・情報委員長（京都トップス）

会員数（連絡主事を含む） １2名 ゲスト・ヴィジター出席数 3名 にこにこ

内　広義会員・功労会員数 2名 メネット・コメット出席数 ３名 今月献金

特別メネット 3名 功労会員・広義会員出席数 ２名 12490

10月例会出席者（会員） ７名 9月例会出席者総数 126 今期累計

メイクアップ 1名 9月役員会出席者数 6名 54,560

９月の出席率 66％ 9月延べ出席者数 132 （円）

11月例会プログラム 
11月15日（木）18：30～20：30 
司 会 　　　　　　　　 横田憲子　君 
開会点鐘　   田中惟介　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   田中惟介　会長 
聖句朗読　　　　　　 大藪暢子メネット 
食前感謝 　　　　　　 岩坂正雄　君　　　　 
会食・インフォメーション 
作品発表　　　　　　　　作家先生各位　    
テーマ「作品を見て　称えよう・・・」 
ニコニコ 
誕生結婚祝い  田中惟介　会長 
YMCAの歌   一同 
閉会点鐘   丸尾欽造　副会長 

編集後記　畠平剛志 
先月のブリテンの強調月間につきまして、
誤って昨年のロースターを参照してしまい、
昨年のものを掲載してしまいました。誠に
申し訳ありません。ここに正しい先月の強
調月間を掲載させていただきます。 

★西日本区強調月間10月　BF EF★ 
国際組織のワイズの一員として、一人一
人がワイズの発展に貢献いたしましょう 
中井信一国際・交流事業主任（奈良） 

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

