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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」
アジア太平洋地域会長

田中

Courage to challenges
博之

主題

「アクション！」

スローガン

「誇りと喜びをもって」

西日本区理事
主題

遠藤

Action!
With Pride and Pleasure

通寛

「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
阪和部部長
主題
クラブ会長
主題

「めぐり逢う一筋の光」

Seek Your Encounter with Ray of Light

横田憲子
「人とともに
田中

喜びを」Share the joy of others!

惟介

「残すべきもの」 What Should Be Passed on to the Future

【今月の聖句】【ピリピの信徒への手紙2章2節】
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、わたしの喜びを満たして
ください。ーワイズメン活動の協力の精神を表していますー（選・解説 岩坂正雄）

巻頭言「新しい時代の到来〜平成から令和へ」

中西進泰

４月１日新元号の「令和」が発表され、５月１日に皇太子殿下が即位さ
れ新しい令和の時代がスタートしました。昭和から平成への元号の変更
は、昭和天皇のご崩御に伴うもので、世の中全体が悲しみの下、自粛の
ムードが強いものがありました。今回は今上天皇の生前退位による新元
号への移行ですので十分な準備の時間もあり、社会全体が祝賀ムードに
包まれていて新しい時代への期待に満ちており、たいへんおめでたいこ
とです。
一年の世相を漢字一字で表す「今年の漢字」を揮毫されている清水寺・
森清範貫主が、平成の時代を表す漢字を問われた時に「和」と答えられ
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ました。その意は「意見が違うけれど、それによって一つのハーモニーを醸し出すのが和
であり、和え物ではないですかね」と言われ、「平成の３０年間、日本は戦争をしない国
であり続けました。次がどんな時代になるかわかりませんが、「和」を引き継いでいく世
の中であってほしい」と言われています。このインタビューは昨年暮れに行われて、新年
号が決まる前でしたが、期せずして新年号の一字に「和」が使われることになりました。
元号はこれまでは中国の歴史書から引用されてきたものだそうですが、今回初めて日本の
古典である「万葉集」を由来として決められました。安倍総理大臣の談話によると、これ
は「万葉集」にある「初春の令月にして 気淑（よ）く風和（やわら）ぎ 梅は鏡前の粉
（こ）を披（ひら）き 蘭（らん）は珮後（はいご）の香を薫（かおら）す」との文言か
ら引用したもので、この「令和」には、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ
という意味が込められている、ということです。
少子高齢化が急速に進み社会構造が大きく変わろうとしており、また人工知能（AI）の発
達やインターネットの進歩によって社会の有りようも大きく変わろうとしています。５０
年ほどたってふり返ったとき、あの時が歴史の大きな転換点だったねと言われるかもしれ
ません。そんな重大な時期に新しい元号に変わることに大きな意味があり、私は大いに期
待を寄せています。
令和の新しい時代は、ひとり一人が自分の中で燃焼できる何かが見つけられる、自分のも
つ力を十全に発揮できる、きらりと光る存在であり続けることができる社会であってほし
いと思います。そんなひとり一人が輝ける時代であってほしいですね。ちょうどスマップ
のヒット曲にある「世界で一つだけの花」を、それぞれが大きく咲かすことのできるよう
に・・・
4月例会報告 田中惟介
4月21日（日） 花博記念公園 鶴見緑地
第23回らくらく車椅子ウォーク
出席者： メン 佐古至弘・田中惟介・藤
井敬子・丸尾欽造・望月強・横田憲子 メ
ネット 田中加代子・丸尾初子・望月治子・
横田充宏・佐古利子
初夏を思わせるさわやかな日差しの中、恒
例の車椅子登山の名を車椅子ウォークと変
え大阪市の鶴見緑地公園に総勢70名の参
加の下に実施された。9時１５分 現地集
合開会にあたり 指名されて 去年の台風
の被害で登山道が使えなくなったこと そ
して会場を鶴見に変えたことを説明し、ら
くらく登山道に 及びもしないけれど、こ
の地の鶴見新山は出来た当座は標高４５ｍ
あり（現在は やや沈下して３９ｍ）大阪
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市内の最高峰であることを（トレッキング
気分で歩いてもらえたら良いな という気
持ちを込めて）述べた。
１０時１５分 ９名の車椅子参加者（内２
名は完歩された）は グループごとにスター
ト。我々の役割は 受付とゴール確認、お
茶・弁当配布、集合写真撮影。 適宜判断
し グループの間を共に歩いたりもした。
高山のお花畑を思わせるネモフィラの群生
（畑）や風車小屋、日本庭園etc 変化に
富んだコース設定はとても良かったと思う。
私事ですが小生はメネットと共に鶴見新山
に初登頂した事も付記しておこう。
大阪ＹＭＣＡの小川総主事も飛び入り参加
して下さり皆さんと一緒にコースを歩き
食事まで付き合って頂いたことに感謝した
い。また リーダーの担当した参加者が登
山道の時は怖くて参加でき
なかったが今回のウオー
クに参加してよかったと
言っておられた という
報告も 急きょ変更して
でも実施して良かったと
思える成果であろう。（小
川総主事とメネット会長）
１２時００分 タイムテー
ブル通りに最終グループ
がゴールし 昼食。 その後オカリナグルー
プによる皿回し（これは高校生やリーダー
達も楽しんだ）やオカリナ演奏、ユースリー
ダー指導の手遊び・・・ボケ防止に役立ち
そう・・・
下村君が全参加グループの紹介をし宮原施
設長の閉会挨拶でもって行事は無事終了し
た。
１４時１５分 例会である故 我々はその
場に残り 連絡事項、諸報告、誕生祝（丸
尾メネット）をし４月例会は滞りなく終了
した。
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第44期第11回役員会報告書記大藪暢子
２０１９年４月25日（木） ＹＭＣＡサン
ホーム・19：00〜20：30
日本区強調月間

LT

５月

出席者 田中・藤井・大藪・丸尾・畠平・
宮本・横田・望月・杉村
5月例会

５月16日（木）

担当

リーダーの思いを聞こう
例会役割分担
司 会 望月君 聖句朗読
手配

望月君

B班

大藪君

食事

食前感謝 畠平君

ニコニコ 当日指名

受 付 会計 藤井 君

音楽担当 会計兼任
6月号ブリテン原稿
5月例会報告 丸尾君
プ起稿

杉村君

君
Ｙニュース
ニュース

にこにこテー

役員会報告

岡本泰宏君
杉村徹 君

大藪

サンホーム

巻頭言

田中

君
原稿最終締切は5月25日です 厳守！！
審議事項・報告・連絡事項
《審議事項》
1．5月例会について
役割分担
2、6月例会日
内容

6/20（木）

役員交代式・部長公式訪問・年間評

価・計画
３、リーダー会 軽食差し入れの件 予算・
担当

取り敢えず今期のみとして置く

4、会計中間決算

至急まとめる。作品

展・クリスマス例会・じゃがいもファンド
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の収支報告 承認
《報告事項》
１、らくらく登山

力が、これからの未来を創り上げていくこ
とを実感できた時間でした。
67名の参加が有っ

た。おおむね好評だった。
《連絡事項》
１、５/７ ブリテン5月報 発送作業

望

月君におまかせ
5月例会プログラム
5月16日（木）LT
司会
望月君
開会点鐘
田中会長
ワイズソング
一 同
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
田中会長
聖句朗読
大藪君
食前感謝
畠平君
食事・歓談
インフォメーション
リーダーの時間
結婚・誕生祝い
ニコニコ
閉会点鐘
丸尾副会長
２、６/６ 14：00〜ブリテン6月報

発送

サンホームニュース
去る4月21日（日）、花博記念公園鶴見緑
地で『らくらく車椅子ウォーク』が開催さ
れました。
『らくらく登山道』が昨年の台風の影響で
現在も閉鎖している事に伴い、開催場所を
変更してのプログラムとなりましたが、初
夏とも思えるような暖かい気候にも恵まれ、
参加者全員が怪我なく楽しい時間を過ごす
事ができました。
昼食後には、恒例となったオカリナ演奏会
をはじめ、皿回しやユースリーダーによる
レクリエーションも行われ、プログラムに
華を添えてくれました。
生駒山の見晴展望台から眺める景色も素晴
らしい物でしたが、鶴見緑地内の色とりど
りの草花をゆっくりと鑑賞するもまた乙。
また一つ、プログラムが広がる可能性を見
つける事ができました。
（サンホーム主任：下村崇史）

作業
YMCAニュース
岡本泰宏
2019年度最初のユースボランティアリー
ダー 会 が 行 わ れ ま し た 。 S D G ｓ に あ る
「住み続けられるまちづくりを」を元に、
東大阪地域における現状を共有しながら、
自分たちができることについて話し合う時
間をもちました。以前から行っている子ど
も広場に参加している子どもたちの思いや
現状を共有する中で、新たなアイデアも生
まれてきています。世界がよくなるために、
まずは一人ひとりが良くなること、地域が
よくなることと、一つひとつを形にしてい
きながら活動を進めていきたいと思ってい
ます。持続可能な社会や地域を考える若い

ページ 5

5月例会 ５月16日（木） 担当 B班

HAPPY BIRTH DAY 5月
今月はおられません
WEDDING ANNIVERSARY
１日 中野義彦・湧子 夫妻

リーダーの思いを聞こう
司会
望月君
開会点鐘
田中会長
ワイズソング
一 同
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
会長の時間
田中会長
聖句朗読
大藪君
食前感謝
畠平君
食事・歓談
インフォメーション
リーダーの時間
結婚・誕生祝い
ニコニコ
閉会点鐘
丸尾副会長

★LT★
リーダーシップを学んでください！ クラブ、
部、区、あらゆる機会にリーダーシップの学
の場が有ります。全てを有意義に捉え、スキ
ルアップし、リーダーシップを身に着けてく
ださい。全てを楽しんでください。
船木順司 ワイズリーダーシップ開発委員長
（京都トップスクラブ）
お詫びと訂正 畠平剛志
先月号の聖句について今月掲載の聖句
を掲載してしまいました。先月の聖句
は正しくは下記の通りになります。お
詫びして訂正させていただきます。な
お、HP掲載分につきましては訂正させ
ていただいたものを掲載しております。
【今月の聖句】【コリント信徒への第
二の手紙9章6節】惜しんでわずかしか
種を蒔かない者は、刈り入れもわずか
で、惜しまず豊かに蒔く人は、刈り入
れも豊かなのです。ーボランティア活
動の奉仕の成果を表すことばですー
（選・解説 岩坂正雄）

編集後記

今号は10連休のGW進行で原稿を皆様

に急かして申し訳ありませんでした。残念ながら
GW前に校了とはいかず、GW中に望月メンに原
稿をお渡しし、印刷発送をお願いすることになっ
てしまいました。望月さん、申し訳ありません＆
ありがとうございます！

さて私のGW初日は鈴

蘭高原スキー場でのオフロードバイクレースでし
たがGWにもかかわらず気温は氷点下で霜柱が立っ
ており、前日吹雪もあいまってマディでかなりハー
ドなレースとなりました。が、流石にゲレンデ頂
上から見渡す景色は素晴らしく、特にほんの少し
の噴煙を残す御嶽山は素晴らしかったです。次号
は私のブリテン委員としての最終号となります、
よろしくお願いいたします！（畠平剛志）

会員数（連絡主事を含む）

１2名

ゲスト・ヴィジター出席数

-名

にこにこ

2名

メネット・コメット出席数

6名

今月献金

特別メネット

3名

功労会員・広義会員出席数

1名

-

4月例会出席者（会員）

17名

今期累計

7名

133,060

24名

（円）

内

広義会員・功労会員数

5名

3月例会出席者総数

メイクアップ

2名

3月役員会出席者数

4月の出席率

58％

3月延べ出席者数

第４4期
会 長:田中惟介

ク

副会長:丸尾欽三

メネット会：田中加代子

ラ

ブ

役

員

書 記:・大藪暢子

直前会長:畠平剛志

会 計:藤井敬子

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
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