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2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際

ク ラ ブ 主 題

一人はみんなのために みんなは一つの目的のために
会長・丸尾欽造
One for all, all for one
阪 和 部 主 題 : 「平和、公平・平等、多様性」＝「生命（いのち）」
部長・飯沼 眞
西日本区主題
: “風となれ、ひかりとなれ”
西日本区理事・戸所岩雄
〃 副題 : “こころ豊かにあるために、輝くために”
アジア太平洋地域主題 ：Action! （アクション！）
会長 田中博之（東京多摩みなみ）
〃
スローガン : With Pride and Pleasure (誇りと喜びを持って)
国 際 主 題
：Building today for a better tomorrow
国際会長 Jennifer Jones (豪州)
（より良い明日のために今日を築く)
〃
スローガン :
On the MOVE!! （さあ動こう！！）

【今月の聖句】

:

ヨハネによる福音書１５章 5 節
（選・解説 岩坂正雄）
「わたしは ぶどうの木、あなた方はその枝である。」
―――わたしたちは、ワイズダムという木につながっています。―――

巻頭言

会長 丸尾欽造

「決して「無理」はしないでほしい
でも少しは挑戦する心を応援しています」
クラブ設立当時は、「花の三十代」と若さを自負していた多くの青年会員の中の一人で
ありましたが、令和元年を迎えた今、傘寿を超えた高齢者が初めてクラブ会長に就任するこ
とになりました。
我がクラブの現況は大きくサイズダウンされ高齢化も阪和部でトップクラスの中にありますが、日々の
活動に前向きな姿勢で取り組み、共にワイズライフへの関わりを大切なものとして活動を楽しんでいただ
ければと思います。
「楽しむ」と言う言葉。この言葉を自分の中でいかに捉えるか、掘り下げてゆくと一
つの言葉に行き着くのではないでしょうか。それは私たちのモットー
7 月例会プログラム
「強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う」であります。
Kick-off・EMC-MC
私たちは、楽しむ権利が与えられています。その権利には働きが繋 7 月 18 日（木）18：30～20：30
がっていますよ、と読み取ることができます。皆さんが、働きを通し 司 会
佐古至弘君
丸尾会長
て楽しんでいただく器づくりは会長をはじめクラブ役員の方々の働き 開会点鐘
ワイズソング
一
同
となります。
聖句朗読
丸尾初子さん
さて、まず「決して無理をしないでほしい」
。それを冒頭に唱和いた
ゲスト・ヴィジター紹介 司会者
しましょう。心身への負担感に押しつぶされることがあっては論外で 会長の時間
丸尾会長
す。でも自分の役割に少しは挑戦する勇気を絶やすことなく大切にし 食前感謝
佐古至弘君
食事・歓談
てアクションを起こせば、自己満足から達成感へと進化し、自らの喜
インフォメーション
びが周りにも伝搬され広がってゆくことでしょう。
私自身への立ち上がりにルーティーンとしての一文でもありますが、 年間活動方針 役員・事業委員長
西日本区大会報告 田中直前会長
この一年間、ご提言を頂きながら進みたいと思います。どうぞよろし
結婚・誕生祝い
丸尾会長
くお願いいたします。
ＹＭＣＡの歌斉唱
一
同
閉会点鐘

望月副会長

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ７月報
６月例会報告
横田憲子
2019 年 6 月 20 日（木）18：30～20：15
出席者：敬称略
メン
佐古・田中・畠平・藤井・丸尾・望月・横田・杉村
メネット
佐古・田中・丸尾・望月・大藪・初田
マゴメット 仲川陽莉
ヴィジター 飯沼眞（阪和部長）・山田理学（部書記）
猪瀬正雄・正野忠行・佐々木貞子・平金紫苑
（以上

泉北クラブ）

小池晃（環境事業主査）・吉田全孝（サウスクラブ）
今井利子（なかのしまクラブ）
福田智也（交流事業主査・長野クラブ）以上 25 名

（役員交代式を終えて

記念撮影）

畠平剛志メンの司会により会長の開会点鐘で始まる。
ゲストヴィジター紹介の後、河内クラブの総括を求められ
田中会長が担当者一人一人にどうであったか尋ねられる。
会長としては 2 名の会員減はとても残念なこと、大藪書記
は記録の判断が難しかったこと、藤井会計は予算どおりに
進んでいること、丸尾国際・交流委員長はロシアのオゼルキ
クラブは現在 4 名となっている報告があった。
田中メネット会長は河内クラブのメネット例会と部会のメ
ネットの集い、そしてメネット交流会ができたこと、畠平情
報委員はホームページの作成とブリテンの望月メン宅で
の印刷機械が新しくなって印刷がしやすくなったと述べら
れた。丸尾メネットの聖句朗読と佐古メン食前感謝があり、
キッチンオリタお弁当をいただきます。感謝です。
続いてアピールタイムです。
＊杉村徹連絡主事
7 月 14 日［日］１４：００～１６：００
「わいわい HAPPY・クリーンディ」
～活動で使用している部屋やホールを
一緒にキレイにしませんか～
＊田中惟介 EMC 主査
8 月 10 日（土） 13：30～15：30 南 YMCA
EMC シンポジューム 中西部・阪和部合同
＊小池地域奉仕・環境事業主査
9 月 14 日（土）
河川敷の清掃とバーベキュー」
集合：千早口駅改札・持参：雨具 南海高野線 難波発 9：20
＊山田理学阪和部書記
9 月 16 日（月・祝） 阪和部部会 １２：００～１５：００
シティプラザ大阪
＊猪瀬正雄（泉北クラブ） 熊本城の復興支援のため自
作の絵ハガキを販売しています。ご協力よろしくお願い
いたします。
いよいよ次期への引き継ぎです。丸尾会長新しい体制で進

んでいきましょう。
6 月 2 日誕生日の佐古利子さんに記念品が贈られた。
続いてニコニコ。 にこにこ語録を読んでください。
最後に丸尾会長は“残すべきもの”から次の歴史に向けて心
が開かれば前に進むことができる。
どこでもお会いできる心の繋がりを持てる。
初めての 80 代の会長ですが無理な走りはしませんが、お導
きよろしくお願いいたしますと述べ、閉会点鐘をされた。

にこにこ語録
起稿 杉村 徹 （敬称略）
望月 北海道に旅をしました。2000 ㌔ありました。
みんなが「新聞にだけは載るな」と（笑）。高齢者がぶ
つかったなど言われていますから(笑)。無事に帰ってき
ました。
藤井 来期もここの席に孫と座っています。単身赴任
の婿が帰ってくるはずだったのが、帰って来ないことに
なりました。口が悪くなってきて心配ですが(笑)。
佐古メネット ありがとうございました。
佐古 先月２５日に胃がんの手術をしました。退院し
たと思ったら、家内が入院して。二人ともようやく良く
なってきました。
福田（交流事業主査・長野ｃ）初めて訪問い
たしました。すごく女性が多くて良い例会
だなと思いました(笑)。ありがとうござい
ました。
今井（なかのしま）ありがとうございます。飯沼部長さ
んはじめ多くの方とお会いできて嬉しいです。
吉田（サウス）本日、丸尾新会長にひとこと言いたかっ
た。令和元年に後期高齢者の丸尾さん、重荷を負うこと
なかれ。カメラもリュックも重すぎます。どうか背負う
のは風船だけにしてください。あまりつっぱしらんと。
気が気ではなくて。よろしく。
正野（泉北）故郷っていいなと、今日改め
て思いました。田中会長は会合で合うと、
「河内は年を取りました」と仰いますが、
何にも変わっていないです(笑) ⇒あなたも
年取ったんや(笑)。
小池（サウス）息子から「もう免許を返したら」と言わ

れた。東大阪の大きなモートバックス…？あ！オートバ
ックス（爆笑）。カメラ…、えー、ドライブレコーダー
を付けました。せめて次の誕生日までと思って気を付け
て運転します。
猪瀬（泉北）幸いに絵の関係の用事が増え
てきまして、一年中展覧会などで呼ばれて
います。竹細工のグループと共催の展覧会
の準備中です。前からイタリアのベニスに
絵を描きに行きたいと思っていて一人で４月に一週間行
ってきました。絵葉書を３００種類くらい作っているん
です。それを名刺代わりに筆ペンでササッとサインを書
くとすごく喜ばれるんです。
山田（部書記・泉北）７２歳にもうすぐなります。今週
の区大会、無事に終わればホッとするかなと思っていま
す。何もしないより、いろいろ考えて日々やっている方
が、自分の健康になるかなと思っています。

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ７月報
飯沼（阪和部長・泉北）令和と言いますが、あまり元号
を使うことも好きではないんです。明治、大正、私は昭
和、孫は平成生まれとなるともう年齢の換算ができな
い(笑)。今年、私は古稀になります。古稀と言えば大分
上の人と思っていましたがそうでもないみたいです。
古稀は「こき使う」（笑）ということらしいです、
丸尾 （会長）７月１日から始まります。今井さん、あ
りがとうございます。吉田さんメッセージありがとう
ございます。重たいもんを担がなアカンと思います。猪
瀬さんゲストスピーチありがとうございます（笑）山田
さん、今年もよろしく。正野さん、実家はエエやろ？小
池さん、気を付けてや。
「小池にはまってサー大変♪」。
畠平 先月ニコニコで、息子の初任給の話をしました。
そしたら初任給の中から「おいしいもんでも食べて」と
２万円！くれました。神棚に！と思ったけれど神棚が
ないので、冷蔵庫にマグネットで貼っています。毎日拝
んでいます（笑）。私、退会することになりました。い
ろいろありがとうございました。
田中 そうは言っても、役員会は和やかに進みました。
大川で船にも乗りました。リーダーとの関係もできま
した。今月４日にカワセミが飛んでると言われて福崎
まで行ってきました。その写真これ。 ⇒「うぉーすご
い！！」
、「ほら！写真持ってる写真 撮って！！」
佐々木（泉北）４月４日の太閤園、ありがとうございま
した。阪和部会では大阪のおばちゃん得意の飴ちゃん
を２こずつ用意して待ってます！ぜひお越しください。
平金（泉北）おなじく、今日は飴ちゃん２個を
渡すっていう報告のために(笑)来ました。よろ
しくお願いいたします。
横田 何かに熱中しているわけではないの
ですが、血圧だけが高くて、なかなか下がらなくて困っ
ています。一年間いろいろとありがとうございました。
大藪（メネット）こんなに足を引っ張ったことはないん
ではないかと思う大藪です。来年はきっちりした方が
書記なので、私…目立つなと思って(笑)。いろいろあり
がとうございました。
田中（メネット）今日の例会は何回も笑いました。楽
しかったです。
初田（メネット）今日はたくさんおいでいただいてあり
がとうございました。主人の物を片付けている時に、猪
瀬さんのハガキがたくさん出てきました。私は葉書を
あまり出さないので、まだたくさん残っています。宮本
さんところで働かせていただいているんですけど、今
日もおられないのでさびしいです。心配しています。
望月（メネット）今日は役員交代式でたくさんお越しに
なって、にぎやかで楽しい例会でした。
丸尾（メネット）この一年、メネットの事業主査の私を
助けて下さった方々がお越しになって、ありがとうご
ざいました。嬉しいことも恥かいたこともいっぱいあ
りましたが、ワイズを楽しんで、みんなで河内クラブを
楽しいクラブにしたいと思います。外から来ていただ
いたらと思っています。頑張っていきたいなと思いま
す。田中会長もありがとうございました。畠平さんがお
られなくなるのもさびしくなると思います。これから

もよろしくお願いします。

にこにこ合計、￥18,363－でした。感謝。

出席者
7 月例会

第４５期 第 1 回役員会報告
“Kick off”
西日本区強調月間 評価・計画
丸尾・横田・藤井・田中・望月・佐古
7 月 18 日（木）18：30～20：30

例会役割分担
司会
佐古至弘君
食事手配
望月 強君
聖句朗読 丸尾初子さん 食前感謝 佐古至弘君
にこにこ 当日指名
受付 藤井会計 CD 操作 司会者
8 月号ブリテン原稿
7 月例会報告 望月 強君 巻頭言 箕浦史郎君
ニコニコ起稿
杉村徹君
役員会報告 横田憲子書記 Ｙニュース 岡本泰宏君
サンホームニュース 杉村 徹君
原稿締め切りは 7 月 28 日（金）です。厳守！
報告・連絡事項・審議事項
≪審議事項≫
1. 年間活動方針（行事等計画、予算案）一部訂正の上承認
2, 岩坂・佐古両氏を「功労会員」として推薦の件 承認
3, ジャガイモファンド 「ワイズポテト」へのシフトの件
継続審議とする

≪協議事項≫
1, 7 月例会 役割分担 上記の様に決定
プログラム
①年間活動方針の概要発表 全役員・事業委員長
②西日本区大会報告
田中直前会長
③結婚・誕生祝
④ニコニコ
2, 8 月納涼例会 会場・会費等決定 詳細は 6 頁参照
3. ブリテン 8 月報原稿担当 上述 締め切り厳守願います
4. 前期半年報確認
正会員 10 名 功労会員 2 名 連絡主事 1 名
特別メネット 3 名

≪報告・連絡事項≫
1, 評議会報告 第 4 回の報告は 今月報に掲載

―３―

2.
3.

4.

5.

第 1 回の報告は 8 月報に掲載する
西日本区大会代議員会報告 全議案が一部字句修正ある
も異論なく承認された
代議員 田中惟介
第 31 回阪和部会 登録 8/31 まで
9 月 16 日（月・祝）12：00～15：00
シティプラザ大阪 会費 ￥7000－
メネット会（同日開催）10：00～11：30
大阪産業創造館 5 階（部会会場付近）
「サンホームクリーンデイ」ボランティア募集
7 月 14 日（日）14：00｝～16：00
申し込みは 7/5 までに直接サンホームへ
TEL06－6787－3733
8 月 10 日（土）13：30～15：30 南 YMCA
EMC シンポジューム（阪和部・中西部合同）

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０１９年 ７月報
第 22 回西日本区大会 ロームシアター京都で 開催されました 6/22～6/23
写真で見る西日本区大会 映像提供 丸尾欽造

会場 全景

阪和部８クラブのバナー整列！

横田部長を囲む

河内メンバー

飯沼次期部長とがっちり握手
やれやれ…ほっとしています（横田談）

30 期 第 4 回 阪和部評議会報告
田中惟介
2019・6・15（土）南 YMCA ライブラリーで今期最後の評議会が開かれた。
次第に従って 会長・主査・連絡主事の報告、2 件の議案の審議と順調に進められた。
報告・連絡事項では堺クラブが今期でもって解消し泉北クラブに吸収されることが衝撃をもって発表された。
次次期阪和部長は奈良クラブから排出されその次は紀の川クラブから排出される。
阪和部報第 3 号において長野クラブの会長及び連絡主事の原稿が欠落したことに対する部の対応が厳しく追及され
た。 4 号で対応することで了承を得、監事講評・YMCA の歌で閉会。
引き続き

部役員交代式が有り

第 31 期第 1 回評議会へと移った。

―４―

サンホームニュース
木田泰之
『大掃除デイ』が名前も内容も一新しました！
『わいわい HAPPY クリーンデイ』です。
皆が、わいわい集まり HAPPY になる会です。
喜ばれる笑顔を思い浮かべながら、
みんなのサンホームをきれいにしませんか。
日時：７月１４日（日）14:00～16:00
今回は、楽しみながら経験を活かせる内容（お裁縫な
ど）を加えました。また安全に配慮した負担の少ない
室内清掃に重点を置いたことも、変更点です。
活動時間は参加しやすい「短時間集中」にし、活動後
のティータイム方式の茶話会は、皆さんの声からいた
だいたアイデアです。
多くの方々に支えられるサンホーム、この会で新しい
出会いやつながりが生まれますように！
ご参加をお待ちしています。

ＹＭＣＡニュース
岡本泰宏 野外キャンプ事業

副事業長

2019 年度 3 回目となる 6 月ユースボランティアリーダ
ー会が行われました。
今回は自分の価値観や思っている事など、過去の自分
と今の自分をふりかえる「自分自身と向き合う」こと。そ
してその事を相手に伝える２点をねらいとして会をもち
ました。
プライベートなことから、子どもたちとの関わりの中で
感じることなど様々な視点の思いが、リーダーたちの
口から語られました。
4 月から継続して行っている「自分の言葉で伝える」こ
とがとても上手になってきています。これからも自身や
相手に目を向け、自分たちも成長していきながら、子ど
もたちと関わっていきたいと思っています。
7 月報から 新コーナー 登場です。
リーダーたちの新鮮な声に ご注目！

リーダー会

ニュース

（自己紹介を兼ねて 思いを語ってもらいました）

和田遼香(ぷりんリーダー) 東大阪地域会長
最近はまっている事は、美味しいご飯やさんをインスタ
グラムで調べて食べに行くこと、好きな事は、どこかに
遊びに行くことです！！7 月にはディズニーに行ってき
ます(*^^*)
野外リーダーと体育リーダーを兼任しており、野外で
は、土佐堀地域の小学 3・4 年生と月に一回、特別な支
援を要する小学 1〜3 年生と年に 8 回、活動していま
す。リーダーとして、何かをして「あげる」ことだけを考
えるのではなく、活動する仲間と一緒に最高の 1 年にし
たいなと思って活動しています。
最近話題になっている海洋プラスチック問題、5 月のワ
イズ例会でもお話させていただきましたが、今回の G20
でも主要テーマのひとつとして話されていましたね！
東大阪地域でも何か取り組んでいければ、とリーダー一
同考えているので、ワイズの方々と一緒に取り組んでい
きたいなと思っておりますのでよろしくお願い致します
(*^^*)
また、子ども広場の方もみなさんが遊びに来てくださる
のを子どもたちとリーダー一同楽しみに待っているの
で是非遊びに来てくださると嬉しいです！
中村楓 （そいリーダー）
趣味； 映画を見ること、カメラで写真を撮ること
伝えたいこと；
私はこの YMCA の活動を始めて、2 年目になりますが、
今年度は、発達障害の子たちと一緒に野外活動をする
「野遊びクラブ」のリーダーとして活動しています。野遊
びクラブでは、子どもたちとの関わり方がうまく分から
ず、試行錯誤したり、勉強したりしながら、活動していま
す。ですが、素直でかわいい子たちばかりで、自分もと
ても楽しみながら、また子どもたちが楽しんでもらえる
ようにと、プログラムを考えたり、自分にできることを必
死に頑張っています。また、週に一回幼稚園に行って、幼
児体育クラスの補助リーダーとして活動しています。自
分自身が幼稚園の先生になりたいという思いがあるた
め、毎週幼児さんたちと関われることは、強みであり、
毎回多くの気づきや学びがあるため、とてもいい経験
をさせてもらっているなと日々感じています。私がリー
ダー活動の中で大切にしていることは、自分の勉強し
たことや体験したことが少しでも、子どもたちの学びや
発見、気づきにつなげれるように関わることです。ま
た、自分との関わりの中で子どもたちにとって何かプラ
スになるよう、ひとつひとつ丁寧に関わることを心がけ
ています。そして、このリーダー活動を通して感じること
は、自分は多くの人に支えられて成り立っているなとい
うことです。支えてくださる人々に感謝の気持ちを持っ
てこれからも活動していきたいです。今回は、このよう
なリーダー紹介という素敵な機会をいただき、ありがと
うございます。これからもよろしくお願いします。
―５―

Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West July 2019
HAPPY

BIRTH

１２日
２１日
２３日
２７日

DAY

７月予定

7月

3日
第 2 回チャリティラン実行委員会
4日
第 2 例会 ブリテン発送
13～14 日 西日本区第 1 回役員会
18 日 第 1 例会
19～21 日アジア太平洋地域大会 仙台
25 日 役員会
サンホームこども広場は毎週水曜日 ４時～です

初田眞佐子さん
新本 力子さん
杉村 由香さん
横田 憲子さん

WEDDING

ANNIVERSARY

今月は該当者がおられません

西日本区強調月間

７月

Kick-off

EMC-MC

まず MC！―新規会員増強と意識高揚を図ること。
「メンバー満足度向上」により、メンバーにとって魅力あるクラブ作りを目指しましょう！
牧野篤文 EMC 事業主任（京都トップスクラブ）

メネット通信
８月

納涼例会のご案内

日時

８月１７日（土） 13：00～15：00

会場

桃谷楼（とうこくろう）生駒店

会費

￥５０００―

テーマ
談 論 風 発
でも

◆第 1 回メネット会ご案内◆
第 1 回メネット会を次の通り開催いたします
ご多用かと思いますが、是非ご参集ください
ますようご案内させて頂きます。
記

？/！

あつくならないでね？
納涼例会だからね！

日時

7 月 18 日（木）クラブ例会日

場所

サンホーム６階

内容

お話し会
メネット会長

17 時より

丸尾初子

編集後記

久しぶりの登場です。編集長を解任（？）された時に すぐに帰ってくると書いたこ
とが 今になってしまった。前任の編集方針は 会員の高齢化を思いフォントを大きくして読みやすく
する事だった。私の方針は楽しく読めることを主とし 情報伝達と記録を心掛けたいと思います。
G20 も終わり、平穏な日々が戻ってきました。その成果のほどは まだ分かりませんが、私たちワイ
ズの今後については重大な岐路に立っている事を認識する人が増えて来ていることは明るい希望の灯
であると思います。
河内の現状は 危ういものではありますが 今まで当クラブから発信してきた事を自負し、丸尾新会
長の下で 起死回生とまでは行かなくとも 斬新かつ大胆なアイデアで 活路を見出していきたいも
のです。 編集子も 微力ながら このコーナーから 発信したいと思います。お付き合いください。
編集長 田中
（注

下記の表のデータは

6 月末のものです）
12 名

ゲスト・ヴィジター出席数

9名

功労会員・広義会員数

２名

メネット・コメット出席数

7名

特別メネット

３名

功労会員・広義会員出席数

1名

６ 月例会出席者数（会員）

8名

６例会出席者総数

25 名

メイクアップ

2名

６ 役員会出席者数

6名

会員数（連絡主事を含む）
内

83.3％

６ 月の出席率

６月会員延べ出席者数

にこにこ献金
６月分

18363 円

今期累計 164323 円
充足率

208％

14 名

第 45 期 ク ラ ブ 役 員
会 長:丸尾欽造 副会長: 望月 強 書 記:横田憲子・
直前会長:田中惟介 連絡主事:杉村 徹

例会場・役員会場

：サンホーム

会 計:藤井敬子メネット会長：丸尾初子

TEL 06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

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
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