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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 ペテロの手紙 1章 24節～25節 
 
「人は皆、草のようで、その華やかさはすべて、 
草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし、, 
主の言葉は永遠に変わることはない。」 

 

   旧年は、気候変動などによる災害によって多 

くの草が枯れ、花が散った。それらを乗り越 

えて真理に生きる新年でありたい  

 1月強調月間  ＥＦ（エンドウメンド・ファンド） 

 

 EFの意味を学び、国際奉仕団体の一員であること

を自覚しよう。何か感謝、記念を与えられた時に献金

しよう。    深谷聡 国際・交流事業主任 

（名古屋クラブ） 

 

  
●    【 1月新春例会プログラム 】      ● 
  
日時 ：1月 20日(木) 18：30～19：30 
会場 ：ＹＭＣＡサンホーム １階 ロビー  
 司  会         丸 尾 欽 造  

  6：30 開会点鐘      横 田 憲 子 
       ワイズソング 

聖句拝読・ゲスト・ビジター紹介 
次期役員の選出 （用紙配布）  

   35 筝曲演奏 1部  石川多喜子さん  
       （宮城会近畿支部・木下節子社中） 
   55 次期役員選任結果 報告 
     インフォメーション  
     誕生祝い・ニコニコ        
  7：10 筝曲演奏 ２部 石川多喜子 
   30  閉会         宮本桂子 
●                             ●                
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 To acknowledge the duty that accompanies every right” 

2022 年 1月号  Vol. 555  

   「遊び」からの発見 

                  横田憲子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021年コロナ 2年目、まだ終息に至っていないが、

河内クラブのクリスマス例会を東地域ユースリーダ

ー・子ども広場の小学生 ・河内ワイズが一緒に祝う

ことができないかと提案したところ、リーダー会よ

りうれしい具体的なプログラム案をいただき早速ワ

イズの出番の検討に入った。それはクリスマス例会

後の遊びとして組み入れられたものであった。 

いつも自然の中で何かを見つけたり、動くことの

楽しさを模索しているリーダーはクラフト、そして

ワイズは世代の遊びで“福笑い”“コマ回し”“竹ト

ンボ”と、言ってもコマ回しなどは小学生の方が上

手だったりというのも分かったが、遊び場を通じて

年代関係なく楽しく交流ができたのが発見だった。 

遊びは子供にとって大切な時間だと教えられてき

た。 一緒に喜び創作の楽しさを知り、失敗の口惜し

さを体験できるのだ。今、子供や若者が釘付けにな

るゲームの生活は自分でコントロールできないほど

楽しいらしい。こんな状態を苦慮している親を知っ

たのか、制限時間を設けようとか、新しいゲームソ

フトの制限とか提案がでているが、どのような効果

が出てくるのだろうか。 

        

 

 

 

 



2021年 12月例会報告     

宮本桂子 

日時：2021年 12月 15日（水）17：00～18：00 

出席者： メン ： 佐古至弘、藤井敬子、丸尾欽造、望月 

強、横田憲子、大塚由実、宮本桂子 

  メネット： 佐古利子、大藪暢子、丸尾初子、望月治子 

  ビジター：中西真二牧師（小阪教会） 谷川一人（大阪 

泉北クラブ）、中井信一（奈良クラブ）、湯岑 

幸子（宮本ヘルパー）、小川和恵（宮本ヘ 

ルパー）、上村五月（佐古メネット介助者）、 

山佐亜津子、下村崇志（サンホーム） 

    東地域関係スタッフ・リーダー： ごはん（スタッフ） 

そい、みにー、あさ、くっきー、こあら（以上 

 リーダー） 

    子ども広場 ： あやめちゃん、かのんちゃん、れお 

んくん、こうたくん 

             以上 29 名 

●今月の例会は、YMCAリーダー会と子供ひろばと河内

ワイズメンズクラブの合同でクリスマス例会を行っ

た。 

●大藪メネットの司会で定刻に始まった。横田会長よ

り挨拶を頂き、参加者紹介のあと、二人の方からイン

フォメーションをいただいた。 

 ・谷川メン（泉北クラブ）より 

来年1月15日に新年合同例会が「ホテルグランビア和 

歌山」にて開催されます。双子のバイオリニストの演奏 

もあるので、ご参加をお願いします 

 ・中井メン（奈良クラブ）より 

来年 2月に奈良クラブの７０周年記念例会を開催しま 

す。場所は奈良ホテル、時間は１０時５０分から１５時で 

す。西日本区の熊本、名古屋からもゲストが１００名くら 

い来られるので、是非ご参加下さい。 

● 中西牧師によるクリスマス奨励 

聖書によるクリスマスについてお話を頂きました。 

世界最初のクリスマスはベツレヘムの馬小屋で生まれま 

した。その時、イエス様には、賢い者、知恵ある者は会え 

ないとのことでした。 

賢き者とは、一生懸命自分で何とかしなくちゃと考える人 

のことを指すのです。では、博士たちがなぜ会えたかと 

いうと、異邦人だからです。 

 そして、私たちが歩む時、一人ではなくイエス様と共に 

歩むことで、肩の力を抜くことが出来る。これが、クリスマ 

スの一番大きなメッセージです。 

● リーダーと子供ひろばの時間 

  司会をリーダーさんに移して進めてもらいました。 

子ども広場のあやめさん（４年生）とかのんさん（１年生） 

姉妹による流行りの Kポップダンスの披露がありました。 

そのあと、全員から切り絵と折り紙を使った作品をワイズメ 

ンズクラブにプレゼントしてもらいました。 

●誕生祝は、大塚恵子さん 横田允宏さん。プレゼン

トは来月にお渡しされます。 

●司会者により、閉会が宣言されました。 

 

 子ども広場の皆さんから感謝の切り紙色紙（上） 

 中西牧師からクリスマス・メッセージをいただく 

  牧師のお話に聴き入るリーダーのみなさん（上） 

あやめちゃんとかのんちゃんのダンス（下） 



クラフトコーナーで子どもたちと遊ぶ中井信一さん 
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  第 7回クラブ役員会報告   

               書記 丸尾欽造  

開催日時 ： 2021年 12月 9日(木) 18：30～19：30 

会  場 ：サンホーム 1階 ロビー  

出 席 者 ：横田憲子、宮本桂子、望月 強、大塚由 

      実、丸尾欽造 

[協議事項 ] 

1. 2022年 1月例会  (ＥＦ 強調月間) 

   ・日時: 2022年 1月 20日(木)6：30～19：30 

・会場：ＹＭＣＡサンホーム  1階ロビー 

 ・プログラム  

  ①次期役員選出（協議事項 3候補者確認）    

  ②新春筝曲演奏  石川多喜子 様  

    筝曲宮城会 近畿支部 木下節子社中 

・受付 藤井敬子 ・司会 丸尾欽造 ・聖句 

朗読 丸尾初子 ・にこにこ メネット 

２．2月号ブリテン担当確認 

    巻頭言：大塚由実  例会報告：大藪暢子    

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   

    原稿締切日：1月 28日（金） 送付先：Ｅメ 

ール（丸尾欽造宛）  

                  

３. 次期クラブ役員の被推薦者確認 

    会長・丸尾欽造  副会長・横田憲子 書記 

・宮本桂子、大藪暢子 会計・藤井敬子、中西 

進泰    以上 

４．クリスマス例会の準備確認 

   ・出席者数 河内ワイズ 11～12名、ビジター 

 3名、リーダー6名、子ども広場 5名 

・クリスマス奨励 小阪教会 中西真二牧師  

   ・時間配分 17：00～5：25河内（開会～奨励）      

17：25～18：00リーダーの時間 

   ・準備品 プレゼント調達 横田憲子、     

プログラムカード 宮本桂子、 

牧師謝礼 藤井敬子、名札 丸尾

欽造、 

[報告事項] 

１．阪和部新年合同例会のご案内 

    日時：2022年 1月15日(土)12：00～14：30 

 （受付 11：30～） 

    場所：ホエルグランビア和歌山  

（JR和歌山駅すぐ）会費：￥10.000 

    ゲスト：Happy Twins (ヴァイオリン デュ 

       オ 

    申込締切：2021年 12月 22日(水)17：00 

    申込先：㈱トラベルフアイブジャパン 担当 

谷川 

クラブ単位でまとめてＦＡＸ 

（06-6253-0679）またはメールにて 

    ホストクラブ：大阪泉北ワイズメンズクラブ 

２・奈良クラブ 70＋1周年記念例会 

 日時：2022年 2月 5日(土)10：50～14：30 

   場所：奈良ホテル   登録費：￥10.000 

   登録締切日：1月 5日 （クラブ単位で登録締 

   切日までに振込むこととし、１月 5日以降の 

   キャンセルは不可）。希望者は横田会長まで。 

３．阪和部会ご案内 

   日時：2022年 2月 27日(日)10：30～16：00 

   場所：和歌山ＹＭＣＡ  会費：￥5.000 

４．大阪長野クラブ 45周年記念例会ご案内（第 1報） 

   日時：2022年 4月 2日(土 )13：30～ 

   場所：河内長野市立市民交流センター   

５．後期半年報提出  

提出締切日  1月 10日  

６. ＩＰＥ（次期国際会長）・ＩＣＭ（国際議員） 

投票   

７．第 8回役員会開催予定 

   開催日：2022年１月 27日(木)18：30～19：30  

   場 所：サンホーム 1階交流広場 

                  以上 
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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 12月例会出席者数      8名 

 メークアップ者数      0名 

  12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   

  12月例会出席者総数    17名 

 12月例会充足率   212.5 ％  

  12月役員会出席者数    5名  

  12月例会ニコニコ・ファンド ￥8.000- 

ニコニコ・ファンド累計 ￥30.000 

 

 

 

 

 

        Happy Birthday 

       望月 強    １月  2日 

    望月治子     1月  5日 

    大藪暢子     1月  8日 

    宮本桂子     １月 14日 

    

    

 
 

1月・2月 大阪河内のカレンダー 
 
     
1 月 10 日(木)  後期半年報提出締切日   

 1 月 15 日(水)   阪和部新年合同例会 
          12：00～14：30 
          ホテルグランビア和歌山 
１月 20 日(木)    第 1 例会 サンホーム 

                   18:30～19：30 
          ・次期役員選出 
          ・新春筝曲観賞 石川多喜子 
 1 月 27 日(木)  第 8 回役員会 サンホーム 
          18：30～19：30  
 １月 31 日(月)   大阪ＹＭＣＡチャリティーラン 
          エントリー締切日 
 2 月  5 日(日)  奈良クラブ 70+1 周年記念例会   
 2 月 6 日(木)  ブリテン発送日 
 2 月 17 日(木)  第 1 例会  サンホーム 
           18：30～19：30 
 2 月 23 日（水・祝）ピンクシャツデー2022            
 2 月  24 日(木)  第 9 回役員会  サンホーム 
           18：30～19：30 
 2 月 27 日(日)  阪和部会 
          10：30～16：00 
          和歌山ＹＭＣＡ 会費￥5000  
  

編集後記 ：  

 

新年明けましておめでとうございます。 

 

 

 

             丸尾 欽造 

 

サンホームニュース 

大塚由実 

 12月 21日に元社会福祉法人大阪ＹＭＣＡ理事長 

松岡虔一様をお迎えし、スタッフクリスマス例会を開

催しました。クリスマスを迎えるにあたり、多くの大

切なメッセージをいただき、学び多い有意義な時間を

過ごすことができました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により仲間と集

う機会が減少しておりますが、感染予防に配慮しなが

ら徐々に活動の場を広げています。これからも地域に

根ざした活動が行えるようにスタッフ一丸となって

取り組んでいきます。本年も引き続きのご支援をよろ

しくお願いいたします。 

皆様の健康を願い、幸多き一年となりますようお祈り

いたします。 

◆大阪ＹＭＣＡクリスマス献金にご協力をお願いし

ます。 

国際協力募金、個別支援プログラム支援金、国際奨学

金支援金、国際協力活動支援金、青少年育成活動支援

金として活用させていただいています。ご支援よろし

くお願いいたします。 

献金期間：～2022年 1月 31日（月） 

◆第 26回大阪 YMCAチャリティーラン 2021開催のお

知らせ 

日時： 2022年 3月 20日（日） 

受付会場： 花博記念公園鶴見緑地 パーゴラ広場 

お問い合わせ：大阪 YMCAチャリティーラン事務局 

       TEL ： 06-6441-0894  FAX ：

06-6445-0297   

       MAIL：chari-run@osakaymca.org 

申込締切：2022年 1月 31日（月）まで 

 


