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2021年 9月号 Vol.551号    

▼大阪河内クラブ 会長 横田憲子 主題：“つながる つなげる未来へ” 
                 副題；“身近なところから 気候変動防止を見つけよう” 
▼阪和部部長 大谷 茂（和歌山紀の川）主題：阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を 
▼西日本区理事 新山兼司（京都トップス）主題：Challenges for future 未来への挑戦 
                 副題：羽ばたこう！ 2022年ワイズ 100周年に向かって！ 
▼アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート）OHNO Ben Tsutomu (JWR) 
         主題：“Make a difference beyond the 100th ” 「100年を超えて変革しよう」 
         スローガン： “Be healthy !”  「健康第一！」 
▼国際会長 Kim Sang-chae (Korea)  キム・サンチェ （韓国） 
                  主題： “Y’s Men with the World”  「世界とともにワイズメン」 
       スローガン：“Heal the World with Love & Dignity” 「愛と尊厳で世界を癒そう」 

 

主題＆スローガン 

今月の聖句 ヨハネによる福音書 10章 16節 
 
「わたしには、この囲いに入っていないほかの羊 
もいる。その羊をも導かなければならない。そ 
の羊もわたしの声を聞き分ける。こうして、羊 
は一つの群れになる」 

   わたしたちは、閉鎖的な仲良しグループでは 

ない。外に開かれた明るいクラブであること 

をＰＲすることに心がけましょう。  

 

 11月強調月間  ＡＳＦ・ＹＭＣＡサービス 

クラブメンバーとＹＭＣＡスタッフの相互理解と 

親睦を深めましょう。 

そして目的をひとつにしましょう。 

河口裕亮 Ｙサ・ユース事業主任 

（彦根シャトークラブ） 

  
 
●     【 11月例会プログラム 】       ● 
  
日時 ：11月 18日（木）18：30～19：30 
会場 ：ＹＭＣＡサンホーム     

  司  会        大 薮 暢 子 
  開会点鐘     会長 横 田 憲 子 
  ワイズソング       一  同 
  聖句拝読        望 月 治 子  
  ゲスト・ビジター紹介   司 会 者   
  会長の時間       横 田 憲 子 
    卓話「 高齢者福祉の現状あれこれ 」（仮題）         
        下村崇史さん (サンホーム)         
  インフォーメーション    
  誕生日お祝い      該 当 の 方 
  ニコニコ アワー     一  同 
  YMCAの歌          一  同  

閉会の辞     副会長 宮 本 桂 子    
 ●                            ●                
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OSAKA-KAWACHI 

 To acknowledge the duty that accompanies every right” 

2021 年 1１月号  Vol. 55３  

  巻頭言 

ワイズはＹＭＣＡを通して社会に貢献する 

 

                          望月 強 

                       ロースターを開くと「目的」が書か 

れています。「１。まず、第一に 

YMCA のためのサービスクラ 

ブとして活動する。」とあります。 

入会当初から「ワイズメンは 

 YMCA を通して社会に貢献 

する」という風に先輩諸氏から叩 

き込められてきました。ワイズメ 

ンがＹＭＣＡを支えていると驕りがあれば良くない、ＹＭ

ＣＡの方針方向性にあった協力をすべきと思います。 

ワイズは YMCA があっての奉仕団体であろう。YMCA 

の活動をサポートするというのは大きな目的だと思って

おります。いつのまにかワイズメンはあくまでも YMCA 

を通して社会に貢献するということを忘れてしまうと、

YMCA から見れば物申す外部団体に過ぎない。ワイズ

と YMCA は車の両輪だとは思っておりません。あくま

でも YMCA が車であり我々は車を後押しするに過ぎな

い、河内ワイズメンズクラブとして私はＹＭＣＡサンホー

ムを応援し、そこに集うリーダーをサポートする、という

役に徹したいと思っております。 

蛇足：新しいワイズのメンバーをＹＭＣＡスタッフの

方々が紹介して頂ければ河内クラブの活発に再生出来

るように思います。 

 
                  

          

             

 

 



2021年 10月例会報告    

報告  横田憲子 

日  時  2021年 10月 21日（木）18：30～19：30 

会 場  ＹＭＣＡサンホーム １階ロビー 

出席者 会員：佐古至弘、藤井敬子、中西進泰、丸尾 

欽造、宮本桂子、望月 強、横田憲子、 

大塚由実   

メネット：佐古利子、大薮暢子、丸尾初子、

望月治子 

コメット：仲川陽莉 

    ビジター：今井利子（なかのしま）、寺岡博

也、小池晃（大阪サウス）、正野

忠之（大阪泉北） 

●緊急事態宣言が解除され、今期に入って初めてサン 

ホームにおける例会を開催することができたことは、 

わたし達にとって大きな喜びであった。 

森の雰囲気に改装されたばかりの１階ロビーで、司会 

を担当された宮本桂子さんの弾んだ声で始まる。  

●開会点鐘が打ち鳴らされ、丸尾メネットの聖句朗読 

では、「父よ、あなたがわたくしの内におられるよう 

に、すべての人を一つにしてください」というＹＭＣ 

Ａの国際性の拠りどころとしての聖句箇所が世界Ｙ 

ＭＣＡ同盟正章の中心に示されていることを読みあ 

げられた。 

●来会いただいた 4名のビジターが紹介され、東大阪 

市議で、以前から環境問題に取り組んでおられる中西 

進泰メンに「ゴミ分別収集のねらいは何？」という 

タイトルでお話をいただいた。 

 人は生活してゆく上でゴミは必ず出てくるもので 

ある。その仕事場や家庭から出る排出物はは大まかに 

分別して収集車が焼却場まで運び、そこで残った燃え 

ないゴミは海に埋め立てられることで目には見えな 

くなっているが、燃えたあとの残滓処理場も満杯にな 

りつつあり、焼却炉も老朽化しているという早急にな 

んとかしないといけない問題を指摘された。これから 

の対策として、 

1.事業系ごみの減少を実行する。 

2.生ゴミの排出の減少を行う。 

3.プラスティック成型品をどうしたら減少できるか。 

4.最終処分地の検討の必要性を考える。 

 この４点を挙げられたが大切なことは、一人ひとり 

がゴミを減らす強い思いをもってその小さな力が大 

きな動きになってゆくには、市民と行政が共にゴミ問 

題に取り組むことが重要なことと述べられた。 

●インフォーメーションとして、大阪サウスクラブか 

ら、11月例会（2日 18：30より）のご案内があり、 

更生保護活動に熱い思いをもち活動されているある

社長さんの体験から、社会の問題を知る機会を得てく

ださいとアピールがあった。結婚記念日の月に該当さ

れる寺岡：小池両ご夫妻にお祝いが手渡され、お元気

に仲良く過ごされることを願っています。 

ニコニコメッセージは時間の関係でペーパーにさ 

せていただきました。献金は￥13.500をお捧げくださ

いました。  

●10 月例会はまだコロナ感染の影響をうけロビー使

用の時間制限もありましたが、司会の宮本さんの尽力

と出席の皆さまのご協力で5分前に閉会宣言されまし

た。                    

                    以上 

 

改修されたサンホームロビーでリアル例会デビュー 

 

ゴミ分別収集と今後の課題を学びました 

ゴミ処理に自ら取り組む一面も語られる中西進泰 

さんのお話にみんなが引き込まれました 
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     第 5回クラブ役員会報告 

               書記 丸尾欽造  

開催日時：2021年 10月 28日（金）18：30～19：30 

会議場 ：ＹＭＣＡサンホーム １階ロビー         

出席者： 横田憲子、宮本桂子、丸尾欽造、丸尾初子

下村崇史（サンホーム） 

【協議事項】 

１．１１月例会 強調月間 ASF & YMCAサービス  

  日時：11月 18日(木)18：30～19：30 

会場：ＹＭＣＡサンホーム（予定） 

  プログラム   

卓話 下村崇史さん（サンホーム） 

     高齢者福祉の現状をテーマに    

  例会担当 受付：メネット  司会：大薮暢子  

聖句拝読： 望月治子 ニコニコ： メネット       

２．12月ブリテン担当確認 

  巻頭言：宮本桂子  例会報告：望月 強    

役員会報告：丸尾欽造  ＹＭＣＡ・サンホーム

ニュース： 大塚担当主事   ウエルネス ニ

ュース ： 切通ウエルネス事業部主事   

  原稿締切日：11月 29日（金）          

３. 活動紹介リーフレット制作への取り組み 

   ・リーフレットの使用目的にかなった活動が 

    コロナ禍の中で展開できていない現状では 

河内クラブの活動モチーフを見いだせない。 

   ・今後の情勢を見て検討する。  

４．12月スケジュールの検討 

    ・12月例会（16日・木） ・サンホームの 

クリスマス会に支援する。 

    ・第 7回役員会（12月 9日）    

５. 次期クラブ役員の選考について 

    ・横田会長から候補者として 

     会長・丸尾欽造、副会長・横田憲子 

     書記・宮本桂子、大薮暢子 会計・藤井敬 

     子、中西進泰 

     以上、6名を推薦された。                              

[報告事項] 

１．第２回阪和部評議会が和歌山ＹＭＣＡで開催され 

ます。（10月 30日・土 ） 

   出席予定者：会長 横田憲子、書記 丸尾欽造、 

   阪和部情報委員長 望月 強 

２. 大阪南ＹＭＣＡ・ファミリーカーニバル  

11月 3日(水・祝) 主催 大阪南ＹＭＣＡ 

後援 大阪サウス・大阪泉北   

３．ジャガイモ・ファンド完売 

    本年度のジャガイモ・ファンドは完売いたし 

ました、ご協力に感謝。   

４. 奈良ＹＭＣＡチャリティラン    

   10月 24日(日)平城宮跡にて、コロナ緊急事態 

宣言が全国的に解除されたのち、国内ＹＭＣＡ 

の先頭を切って開催されました。 

                    以上 
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          担当主事 大塚由実（施設長） 

 10 月の河内ワイズ例会、役員会をサンホーム 1階

交流スペースで開催しました。皆さまと久しぶりに 

お会いし、離れていても「つながっている」ことを

あらためて実感しました。また、入居者ご家族の面

会入居者の方への喫茶ボランティア、折り紙教室等

の文科系介護予防教室を再会し、活気が戻ってきま

した。これからも多世代の方とつながる場所となる

ように取り組んでいきます。 

 2021年 11月 23日(火)10：00～12：30に大阪ＹＭ

ＣＡ大会がオンラインにて開催されます。大阪ＹＭ

ＣＡの活動報告、会員表彰者・国際奨学金受給者紹

介、交流プログラムを予定しています。交流プログ

ラムは、みつかる・つながる・よくなっていくの生

の声、大阪ＹＭＣＡのユースによるパネルディスカ

ッション等、オンラインでも、共に考え参加して頂

ける内容です。 

 参加方法等、開催の詳細は 

大阪ＹＭＣＡホームページにて 

お知らせいたしますので、 

よろしくお願いいたします。 

                  

ＹＭＣＡサンホーム ニュース 

  

大阪ＹＷＣＡ・関西韓国ＹＭＣＡ・大阪ＹＭＣＡ 

     合 同 祈 祷 週 集 会 2 0 2 1 

          Beauty from Brokenness 

こわれたものからの美しさ 

 

日 時：2021年 11月 9日(火)18:30～19：30  

会 場：大阪ＹＭＣＡ土佐堀舘 703号室   

    オンライン参加・ライブ参加可 

  参加費：無料（礼拝の中で献金を捧げます） 

  プログラム：第 1部  礼拝 

        メッセージ 金 武士 牧師  

         第二部  活動報告 

                 

                 詳細はＱＲコード参照ください 
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             会長 横田憲子   

日時 2021年 10月 30日(土 )13：30～15：30  

会場 和歌山ＹＭＣＡ 6階ホール 

【議案】 

第１号議案 第 33期阪和部第 1回評議会議事 

      録承認について 

★異議なく全会一致で承認。 

  第２号議案 第 32期決算報告の承認について 

        ★異議なく全会一致で承認、 

【協議】 

第 1号協議案「部長活動費用の予算化について」         

協議内容の要約： 

阪和部長の活動費用は、次期、当該期で 25万 

円ほどになる。自己負担の増加する中、次世代、 

現世代に引き継いでゆくには この負担の解 

消が必要。具体的には、阪和部費 2,000円/人・ 

年を、3500円/人・年に改定し、増額分を部長 

活動費として予算化する。 

★各クラブ内で協議する。第 3回評議会で諮ら 

れる予定。 

  第２号協議案 「阪和部新年合同例会ホストク 

ラブについて」 

協議内容の要約： 

部則では、「新年合同例会は、部内の交流と親 

睦を図ることを主な目的として、次々期の部長 

選出クラブがホストとなり、毎年 1月に行うも 

のとする」となっている。部長選出の輪番制が 

困難な現状となり、部長輩出クラブとは切り 

離し、各クラブから 2～3名による「プロジェ 

クトチームを立ち上げる」とするもの。 

★各クラブ内で協議する。第 3回評議会で諮ら 

れる予定、 

第 3号協議案 ｢阪和部メネット会の立ち上げに 

ついて（ワイズメンズクラブ創立 

100周年事業） 

  協議内容の要約：メネット活動がクラブによって 

異なり、活発なクラブから活動出来ない（メネッ 

ト会員の減少等）クラブがある。実活動は 20～25 

名と推測され、つながりの場と事業内容の広がり 

によって好循環を生む環境の作りの提供のため。 

メネットの自主性に任せ、メンのバックアップ 

をしたい。 

★西日本区第 2回役員会（10月 23・24日）・第 

13号議案においてメネット事業の廃止が可決さ 

れ、第 14号議案においてメネット委員会追加が 

可決された。区の今後の動向を踏まえ、継続協議

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回評議会はリアル集会として、大谷部長の活動エ

リアで開催されました、久しぶりに一堂に集うことが

でき、会議に新鮮味を感じると共に緊張感も感じまし

た。協議も終え、皆さんと記念撮影をいたしました。 

                     以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ コ ニ コ 語 録 集 (10月例会 から) 

        収録・成文   望月 強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪和部 第２回評議会議案等 報告 

いつもリーダー活動をご支援してくださり、 

ありがとうございます 

            西井麻子（あさリーダー） 

こんにちは。東大阪地域 4 年目の西井麻子です。こ

の度はブリテンを書く機会をいただき、誠にありが

とうございます。10 月に入り、コロナ感染の勢いが

弱まってきており、少しほっとした気持ちでいます。

そして、10 月から「子ども広場」が約一年半ぶりに

再開しました。引き続き、感染対策を充分行い、子

どもたちと元気に活動して参ります。活動は東大阪

市文化創造館で行っており、月に 2 回実施しており

ます。初回の子ども広場には、３名の子ども達が参

加しました。私は、残念ながら参加できませんでし

たが、体をうごかして遊んだり、ボードゲームで真

剣勝負をしたりと、久しぶりの再開でリーダーも子

どもたちも笑顔の絶えない楽しいひと時になりまし

た。これからも、子ども広場が子どもたちにとって

安心できる居場所として、ずっと続い 

ていけるように東大阪 

地域一丸となって取り 

組んでいきたいです。 

最後になりましたが、 

皆さまのご支援、ご協 

力によって活動ができ 

ていること、大変感謝 

しております。 
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●小池晃（大阪サウス）：久しぶりに貴クラブに寺岡

さんと弥次喜多コンビで参加です。電車に乗って他ク

ラブ訪問も乙なもんですね。河内クラブの皆さんに再

会出来て良かったです。 

●今井利子（大阪なかのしま）：やっと落ち着いたか

な？コロナ禍でも油断大敵みんなで、いくつかの注意

をよく守り感染しないようにします。これからは毎月

お会いできますようお祈りしつつ今回の中西メンの

お話を聞かせていただきました。 

●寺岡博也（大阪サウス）：ゴミ処分の話で最終処分

地が問題になっているが、やはり一人一人がゴミを少

なくするのが一番早い方法だと分かりました 

●正野忠之（大阪泉北）：教会の集まりのような例会

スタイルとても良かったです。こういう例会もありや

なーと、つくづく思いました。大谷部長の後を引き継

いで阪和部が元気になれるよう頑張ります。 

●佐古至弘：例会に出席できて感謝です。 

●大藪暢子メネット：今日はゴミのお話ありがとうご

ざいました。ゴミの日でも、なかなかきちんと出す人

が少なくてカラスは待ち受けている状態です。もう一

度考えるべきことを思いました。 

●丸尾初子メネット：久々のサンホームでの例会。ロ

ビーはリニューアルされ、中央には大きな美樹、広々

としたとても素敵な席に変えられていてビックリ。そ

してスタッフの皆様が笑顔で迎えてくださ、実家に帰

ってきたような気持ちになりました。例会スピーチに

はクラブ内の中西進泰メンがスライドを使ってゴミ

収集と選別について卓話、とても主婦にとっても色々

と考えさせられました。ありがとうございました。 

●望月治子メネット：コロナ禍に入って断捨離を始め

ました。押入の棚、台所の棚等に使わない品物が一杯、

思い出も一杯、全てのゴミをどうしましょう。 

●横田憲子：久しぶりにお会いでき、リニューアルさ

れた 1階ロビーでの例会はホッコリいたしました。中

西メンのゴミ問題も、日々どっちの袋に分別しよう

か？迷っての作業ですが、これからは何とか減らす方

法に悩みたいと思います。 

●望月強メン：対面例会になり、皆さんから声の生ニ

コニコをお聞きしたいが、時間の都合上、書面の投稿

となりました。身振り手振りの表情を見て、会場の雰

囲気を楽しみにしていました。生ニコニコの復活を出

来るよう祈ります。 

●丸尾欽造：知っているつもりでも、理解できていな

いゴミ問題。地域自治会ではリサイクルや分別で一定

の効果をあげて、子ども会の資金になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ語録集 リアル 10月例会 
 

 

ヘアードネーション体験記 

                宮本桂子 

「ヘアードネーションって知ってる？」 

「知ってる、知ってる。うちの姪っ子がやってる」 

「やってみようかと思うねんけど・・」 

「良いことやん。みんなでやろう！やろう！」 

これは 4年半ほど前、訪問美容師とヘルパーさんと

私の会話。 

かくして、私達 3人はヘアードネーションに取り組

む事になった。ちなみに皆ショートカットのヘアース

タイルである。 

それからは月 1回の訪問美容の度に、どこまで伸びた

かとか、伸ばしながらも不格好にならないヘアースタ

イルは？とか、3人で研究しながらヘアードネーショ

ンへの挑戦を楽しんだ。 

しかし、ほどなくしてヘルパーさんがギブアップ。

理由は、利用者さんの入浴を手伝うのに髪が長いと辛

いといいうことだった。ヘアードネーションは美容師

と私の 2人の挑戦となった。 

当時、ヘアードネーションが流行っていたのか分か

らないが、ある日、我社の税理士が来た時、男性なの

に髪を伸ばしている。「どうしたんですか？」と聞く

とヘアードネーションに挑戦中だと言うではないか。

こうして、仲間は 3人に戻った。 

ヘアードネーションに挑戦する中で一番気を使っ

たのは髪を傷めないこと。パーマをかけないで、シャ

ンプー、リンス、髪の乾かし方にも気を配った。 

そうして、十分な長さになるまで、なんと、3年かか

った。 

髪はすぐ伸びるものだと思っていたが、ある程度ま

で伸びると、なかなか伸びないような気になる。髪と

いうものは、思いの外重量があるので、頭が重い。洗

髪も大変だし、乾かすのも大変だった。こういう時、

一緒に頑張っている仲間がいるからこそ頑張り通せ

たと思う。 

そして、昨年コロナ禍が始まる直前に長かった髪を

バッサリ切り、無事終了！！ 

切り捨ててしまう髪が他の誰かの役に立ったかと思

うと、すごく大変だったが頑張って良かったと思う。 

また、これから始められる方へは、一緒に頑張る仲

間を作る事が一番とお勧めしたい。 

 

わたしの社会貢献 体験談 １ 

「わたしの社会貢献体験記」への投稿をお願いいた

します。他クラブの方も大歓迎いたします。 

投稿先：丸尾欽造 宛 （原稿媒体は問いません） 
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10月 3日(日)、秋色の摂津峡駐車場に十勝からの使 

者「ジャガイモ」を積んだトレーラーが到着しまし 

た。早朝、各クラブのトラックが次々と集まり、ジ 

ャガイモを満載してそれぞれの地域へと急がれま 

した。河内からは、他団体の分を合わせて、4台の 

車が駆け付け、配達へと向かいました。会員も少 

なくなった現在、クラブ内で取り扱った数量は 90 

箱でしたが、秋の味覚を楽しまれたことでしょう、 

駐車場をお世話いただいた高槻クラブの皆さんあ 

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数（担当主事含む）    9名 

 （広義・特別メネット会員）    2名  

  会員 10月例会出席者数      8名 

 メークアップ者数      0名 

  10月の出席率   87.5 % 

ゲスト・ビジター出席者数    4名   

 メネット・コメット出席者数    4名   

  10月例会出席者総数    17名 

 10月例会充足率   212.5 ％  

  10月役員会出席者数    5名  

  10月例会ニコニコ・ファンド ￥13.500- 

ニコニコ・ファンド累計 ￥21.500 

 

 

 

 

 

        Happy Birthday 

 今月の該当者はございません 新入会員に期待 

    

    

 
 

11月・12月 大阪河内のカレンダー 
 
11月  4日(木)  ブリテン発送日   
11月 9日(火)・ 第 5回阪和部チャリティゴルフ 
         岬カントリークラブ  
         7：30現地集合  
       ・大阪ＹＷＣＡ・関西韓国ＹＭＣ

Ａ・大阪ＹＭＣＡ 
           「合同祈祷週集会」 
         時間：18：30～19：30 
         会場：大阪ＹＭＣＡ 
             オンライン可        
11月 18日(木)  河内クラブ第 1例会  
           サンホーム 1階ロビー 
11月 19日(金)  大阪ＹＭＣＡ早天祈祷会 
           7：30～8：15 
           証し 川岸 清さん 
11月 23日(火・祝) 大阪ＹＭＣＡ大会 
         10：00～12：30 オンライン 
11月 25日(木)   河内クラブ第 6回 役員会       
12月 9日(木)     ※ 第 7回 役員会  
12月 16日(木)     第 1例会（予定） 

 

 

奈良ワイズメンズクラブ 70+1周年記念例会  

       ご 案 内  

日時：2022年 2月 5日(土 )10：50～14：30 

会場：奈良ホテル   登録費：10.000円 

申込＆キャンセル締切日 ： 1月 5日まで 

クラブ一括申込となっています。希望者は、 

横田会長までお申し込みください。 

 

  左から藤井夫妻、望月社、丸尾夫妻 

 

編集後記 ： 新型コロナウイルスは冬眠に入

ったのだろうか。委縮していた筋肉が跳ねるように

街に人々があふれ始めた。ワイズダムにあっても対

面例会や評議会などで「久しぶり」のご挨拶。心と

心のハグ。順延されていた行事も開催され始め、来

春から目白押しで予定されている。ブリテンも視界

を広げて情報収集に努めなければと、ひとり会議。 

今しばらくは食を共にすることを控えて、第 7波に

至らないように、気を引き締めて行きましょう。 

11月号は、6頁仕立てでお届けさせて頂きます。 
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