
2022～2023年度 主題＆スローガン

８月の聖句（２０２２年）

あなたの道に従って

命を得ることができますように。

旧約聖書詩篇119篇37節 松岡虔一牧師

19年前に、私は奈良県橿原市の近鉄橿原神宮駅前の

マンションに転居した。以来「京都行き急行」30分で

行ける便利さから、「西大寺駅」近くの喫茶店を借り

切って開催していた奈良ワイズの例会に皆出席した。

例会場を「あきしの保育園」に移してからは、奈良ワ

イズのメンバーの方が西大寺駅まで車で送迎してくれ

た。まさに全国に衝撃が走った惨劇の現場で車を乗り

降りしていたのである。以来私は京都線には乗ってい

ない。８月9日には（長崎原爆忌）を迎えた。中学・

高校の同級生は、ほとんど残留放射能の影響で早逝し

た。生存しているのは４～5名に過ぎない。私は来春3

月５日に満９０歳を迎える。丸尾会長が撮影してくれ

た私の素晴らしい「ポートレ－ト」を食卓に飾って、

家族でささやかな「卒寿の祝い」をしたい。被爆者の

私が長寿を頂いたのも、ひとえに「命を大切に」を理

念とするYMCAとワイズメンズクラブに所属している

おかげと感謝している。

OSAKA-KAWACHI

▼クラブ会長 丸尾欽造 （大阪河内）
主題：「今のままでいいのか、いけないのか、それが問題ですね」

“To be, or not to be, that is the question”
▼阪和部部長 正野忠之（大阪泉北）
主題： 10年後の阪和部へ。つなげる。～経験を生かし、目線を活かす～

▼西日本区理事 田上正（熊本むさし）
主題：原点を知り将来に生かす KNOW the origin utilize it in future ! 

スローガン：立ち上がれワイズモットーと共に Stand up Y’s Men with our Motto !
▼アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen (Taiwan)
主題：Elegantly Change With New Era（新しい時代とともに、エレガントに変化を）
スローガン：Do it Right Noｗ (今すぐ実行を)

▼国際会長 Samuel Chacko (India)
主題：Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & INPACT 

(フェローシップとインパクトで次の100年へ)
スローガン：BEYOND SELF and BE The CHANGE (自己を越えて変革しよう)

To acknowledge the duty that accompanies every right”

C/O  YMCA SUNHOME

3-1-18  Mikut6iya Minami

Higashi-Osaka  JAPA N

577－0034

クラブライフの持ち方

に悩んでいます。如何す

れば我がクラブが活気あ

るクラブに変革するか問

題でです。

ダーウィンの進化論の

ように、最も強いクラブが

繁栄し生き残るのではなく、最も賢いクラ

ブが生き延びるのでもない。唯一生き延び

ることが出来るのは、変化できるクラブで

ある。河内クラブも変化をしなければと思

いますが、ドンナ変化をすればよいか、悩

まされます。今期の丸尾会長に期待します。

巻頭言
望月 強

２０２２年 ８月号 Vol.562
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7月例会報告

大塚由美

日時：2022 年 7 月 21 日（木）18：30～20：00

会場：ＹＭＣＡサンホーム1階交流スペース

出席者：メン 丸尾欽造、横田憲子、望月強

佐古至弘、大塚由実（担当主事）

メネット 大藪暢子、丸尾初子、望月治子

ビジター 正野忠之（大阪泉北）、内藤陽介

（和歌山）、濱口洋一（和歌山）中井正博

（大阪泉北）、東正美（和歌山）、寺岡博也

（大阪サウス,）坂本智（和歌山紀の川）、

山田理学（大阪泉北）、松野五郎（大阪泉

北）有田和子（大阪サウス）、今井利子

（大阪なかのしま）

ゲスト 松野時彦（大阪ＹＭＣＡ理事長）

下村崇史（大阪YMCAケアープラン主任）

2021年12月以来、久しぶりの対面での例会を行

うことができました。20名の方が集い、横田直前

会長の開会点鐘で始まりました。ワイズソングを

斉唱し、聖句拝読、ゲスト・ビジターの紹介の後、

6月に社会福祉法人大阪ＹＭＣＡの理事長に就任

した松野時彦氏より挨拶がありました。その後、

会長交代式が阪和部長の司会のもと行われました。

横田憲子直前会長より、コロナ禍の状況で、顔を

合わせる機会の減少や活動が縮小している中で活

発な活動はできず残念であったが、皆さんの支え

を頂いたことに対する感謝の挨拶がありました。

阪和部正野忠之部長のご挨拶とメッセージをいた

だいたのち、今期、会長を務められる丸尾欽造会

長より挨拶がありました。47年の河内ワイズメン

ズクラブの歴史を振り返り、ＹＭＣＡにどのよう

に奉仕ができるのか、コロナ禍の状況ではあるが、

ワイズとしてできることから関わっていきＹＭＣ

Ａとの関係をより深めていきたいと力強いお話が

ありました。

会の後半は、ゲストの方々よりのご挨拶と阪和部

部会やワイワイフォーラム、交流会などの情報発

信、ワイズメンズクラブのメンバー増強の必要性

などのインフォメーションがありました。その後、

誕生日のお祝い、ニコニコタイムのあと、丸尾欽

造会長より、閉会点鐘を持って会を終了しました。

感染症予防のため、短い時間での開催となりまし

たが、非常に有意義な会となりました。

最後は、参加者全員で記念撮影を行いました。

河内クラブ7月ニコニコ語録

正野忠之阪和部長

私はYMCAのチャリティラン実行委員長です。

実行委員長だとは誰も知れていない、今回の

チャリティランはワイズの役割は只、参加する

だけです。9月19日にご家族・お子様共々が参加

ください。

松野時彦YMCAサンホーム理事長

例会にお誘い有難うございます。ニコニコ献金

いたします。この献金、何倍にもの倍返しを期

待しています。

正野部長による会長交代式
丸尾欽造会長誕生
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望月強メン

沢山のゲスト皆様のご参加頂き感謝いたします。

河内のメンバーが少ないことに寂しい思いをして

います。大勢の方との対面での例会は素晴らし

い・・中井正博Yサ・ユース事業主任

久し振りに河内クラブの例会に出席させて頂き

ました。楽しい例会

濱口陽一（阪和部書記）

初めて参加しました。

坂本智（国際・交流主査）

サンホーム手作りのお弁当を楽しみにきまし

たが、お食事なしで残念です。（河内の弁当は

キッチンオリタでクラブ員に合わせて作って頂い

寺岡博也（EMC事業主査）

サウスの8月2日火曜日、納涼公開例会に是非ご出

席お願いします。

今井和子（大阪なかのしま）

ワイズ歴47年目、何時

も温かいクラブです。急

に参加だったので参加出

来ないと思っていました

、食事無し例会だから

突然の参加出来ました。

有田和子（大阪サウス）

このクラブに最初にお誘いを受けたのが元メン

バー芳澤伸之から、「らくらく登山」のお誘いです。

楽しい思い出です。

山田理学（大阪泉北）

２年半ぶりに寄せてい頂きまし、阪

和部会と泉北クラブ４０周年記念例会

にご参加をお願いします。

松野五郎（大阪泉北）

以前より８０歳になれば記念に富士

登山に登りたいと思っていました。諦

めかけていました、YMCA東山壮から案

内が来ました。富士登山に挑戦します。

（富士登山の登頂記を期待していま

す）

佐古至弘メン

アット言う間に８９歳になりました。あと２年

ぐらい頑張りたい

大塚 義実メン

今期も引き続きサンホームへのご支援の程、お

願いします

下村崇史サン サンホームセンター主任）

らくらく登山のお話しを頂きました。懐かしい

想いです。私は10数年間スタッフとして携わって

きました。

丸尾初子 メネット

対面例会が出来ました事、主人と共に出席でき

たこと、大変うれしく思っています。「感謝」の

気持ちで締めくくります。

横田憲子メン

昨年のクリスマス以来の対面例会です。昨年一年

会長として何も出来なかったが無事終了しました。

昨年来の肩こりも治りそう。

望月治子メネット

今年は辛い出来事が多くありました。後半は良い

ことが有ります様祈ります。

大藪暢子メネット

アナログ代表の人間です。リモートでない、皆さ

んのお顔を見ての例会は素晴らしい。有難うござい

ました。

会長丸尾欽造メン

例会の食事、ご用意出来なかったことをお詫びし

ます。京都風の挨拶をします。「ブブズケでも召し

上がって・・・」皆さま気を付けてお帰り下さい。

（笑・笑・笑）
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８月役員会報告

YMCA会長 岩坂二規様

第27回大阪YMCA

インターナショナル・チャリティーラン

日 時：9月19日（祝・月）9：00～13：00

場所：花博記念公園 鶴見緑地 パーゴラ広場

申 込 期 間：2022年7月1日（金）

～2022年8月31日（水）

詳細はチャリティーランWEBサイトをご確認ください！

参加お申込みも、WEBサイトよりお手続きいただけます。

記 横田憲子

日時：2022年7月28日 （木）18：30～19：30

場所：zoom開催

参加者：丸尾欽造・望月強・宮本桂子

・大塚由美担当主事・横田憲子

【審議事項】

予算案（別紙添付）

会長より５桁までの支出を振り分けるという

説明がある

チャリティーラン リーダーに３万円支援が

承認される

ブリテン印刷代２万円 インク代として望月

にお渡しする事で承認される

【協議事項】

1、8月例会

①日時：2022年8月18日(木)18：30～19：30

②会場：ZOOM 

③例会プログラム

開会点鐘 丸尾欽造

ワイズソング 一同

ゲスト・ヴィジターご紹介 司会者

聖句拝読 望月治子

会長挨拶 丸尾欽造

談話会 一同

「お盆をどのように過ごしたか」

インフォメーション

結婚・誕生日お祝い

閉会点鐘

丸尾欽造会長

2、9月号ブリテン担当確認

巻頭言：箕浦史郎 例会報告：丸尾初子

役員会報告：大藪暢子

サンホーム・YMCAニュース：大塚担当主事

ウエルネス：切通菜摘

東大阪地域リーダー会：未定 区及

び阪和部関連ニュース：丸尾欽造

自由投稿は随時ご提出ください。

原稿締め切り8月26日

3、第27回大阪YMCAチャリティーランへ

１グループ支援

・９月１９日（月・敬老の日）9：00~13：00

花博記念公園鶴見緑地パーゴラ広場

・コロナ禍中のプログラム構成となっていま

す。ウォーク可、タイム計測なし、

30分毎の時差スタート。定刻全体集合

形式ではありません。

・参加者は、配布済みのチラシにある

QRコードから申し込んで下さい。

＊東地域リーダー会への支援とする

（支援予算30,000円）切通さんに渡す。

【報告・連絡事項】

１、第34期阪和部会

日時：2022年9月17日（土）12：00開会

会場：たかつガーデン

（上本町・大阪府教育会館）

登録費：7000円 申し込み期限：8月27日

キャンセル期限：9月7日（主催者側）

＊クラブ単位で登録を求めておられます。

参加希望者は、会長まで申し込む（8月20日まで）

参加者：丸尾・横田

2，大阪YMCAチャリティーラン（下記参照）

3，その他

・ロースター8名分購入

・京都部に新クラブ設立総会予定

・ユースリーダー安全の日 例年通り各自で

送金お願いします

https://osakaymca.or.jp/volunteer/
events/OsakaYMCA-International-
charityrun/2022/index.html

皆さまはオンライン（Zoom）にてご参加ください。
当日の入室ＩＤ等は改めてお知らせします。
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

【大阪YMCA ニュース】

☆第340回早天祈祷会☆

日時：2022年8月19日（金）7：30～8：15

証し：川良昌宏（かわらまさひろ）さん

（大阪YMCA土佐堀ウエルネス事業長）

場所：大阪YMCA会館 10階チャペル

サンホームニュース

ＹＭＣＡウエルネス

■ボランティアの日本語教室

を訪問して瓢箪山にある教会

と併設する幼稚園で、ボラン

ティアとして働いておられる

８０代の高齢の石原さんという男性から、自分

が関わる日本語教室を支援してもらえる手立て

はないのか、ご相談を受けました。近くのリー

ジョンセンターの１室を借りて、毎週土曜日に

新しい渡日のベトナム人たちに無償で日本語を

教え、彼らが日常的な場面である程度日本語が

理解できることを目標にして、日本で仕事がで

きるようにしているとのことでした。

教室を見学させていただくと、ベトナムの若い

男性６人を対象に毎週土曜日の夕方に実施して

いるというのです。講師は安野勝美先生で、布

施中の夜間中学で長らく教鞭をとっておられて

いたけれど、今は退職されて無償ボランティア

で日本語教室をされているということをお聞き

しました。その日は調度二人の若い男女が来ら

れていて、彼らは安野先生に同じように日本語

を受けて今は企業で働く人たちで、その日は安

野先生を慕って来られているということでした。

私は安野先生のような無私の心で、理屈ではな

く実践されている方がおられることに感動する

とともに、自分のできることをしているだけで

すと謙虚に言われる石原さんやその周辺の人た

ちの支えによって、新たに渡日された外国人た

ちの大きな力になっているんだな、と思います。

と同時に彼らを雇用してくれる会社の存在も必

要です。自分にできることは何か、しっかりと

見つめていき、バックアップできることはして

いかなければ・・・と考えています。

ホワイトボードの前の人が安野勝美先生

大塚由実

YMCAは、ユースリーダーとして必要な技術、

知識、資質などを身に着けるための多彩な研修

を行い、リーダー自身の成長とともに子どもた

ちの未来へとつながる成長の時間を大切にして

います。そのためにもユースリーダーが安全を

つくり出す知識と判断力を身につけ、安全を最

優先とした働きができるように安全研究会など

を実施しております。ユースリーダー育成のた

めの「安全支援金」へのご支援をお願いいたし

ます。

これからも、皆さまのあたたかいご支援とご

協力をよろしくお願いいたします。

☆ユースリーダー安全支援金のお願い☆

【募 集 期 間】 2022年7月18日
～9月30日

【目 標 金 額】 ¥1,000,000
【支援プログラム】 ユースリーダー

対象の安全研修
・「ユースリーダーの日」の集い

（2021年12月23日開催予定）
・各地域リーダー会の安全研究会

（2021年6月に8カ所実施／
救命講習会、感染症予防）

【受 付 窓 口】
各YMCA・大阪YMCA統括本部

切通菜摘
ウエルネスではサマープログラムも始まり、多く

に参加者を迎えて賑やかな夏となっています。多

くの方に期待を持ってYMCAプログラムに参加を

いただいていることを実感するとともに、より一

層気持ちが引き締ります。厳しい暑さ、止まらぬ

新型コロナウイルスの感染拡大など、不安なこと

もありますが、しっかりと準備をして、参加する

全ての人にとって良き時間となるようにリーダー

とともに努めていきたいと思います。
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● ●

【8月例会プログラム】

日時：8月18日（木）18：30～19：30

会場：ZOOM 

開会点鐘 丸尾欽造

ワイズソング 一同

ゲスト・ビジター紹介 司 会

聖句拝読 望月治子

会長挨拶 丸尾欽造

談話会「お盆をどのように過ごしたか？」

一同

インフォメーション

誕生日お祝い 該当の方

YMCAの歌 一同

閉会点鐘 横田憲子

● ●

Happy Birthday

中西伸子 8月 4日

宮本善之 8月5日

箕浦史郎 8月27日

編集後記

今月も沢山の方から原稿を頂きまして無事に出来

上がりました。ありがとうございました。

宮本桂子

河内クラブ予定表

8月2日（火）大阪サウス特別納涼公開例会

18日（木）大阪河内8月例会ZOOM

18：30～19：30

28日阪和部 EMC＆国際交流事業南YMCA

・EMCシンポジウム 10：30～12：00

・国際・交流 iGo勉強会

13：00～」14：00

25日（木）大阪河内第3回役員会ZOOM

18：30～19：30

9月 15日（木）大阪河内9月例会

• 17日（土）阪和部部会

12：00～15：30 たかつガーデン

19日 (月・祝) 大阪YMCAチャリティーラン

9：30～13：00 鶴見緑地公園

阪和部
ホームページ ＱＲコードを

試しにスマホを翳してください!

パソコンからは

https://hanwa-bu.com/

8月西日本区強調月間
LTOD

リーダーシップを学んでください！ クラブ・部・区等あらゆる機会に学びの場があります。

全てを有意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に着けてください。

鵜丹谷 剛 ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸）

IBC・DBC
締結しているクラブ同士で交流を深め、協働事業を検討しましょう。

締結していないクラブは、他クラブを訪問し、交流を深めましょう。

小田 哲也 国際・交流事業主任（福岡中央）

7月　会員状況

会員数（担当主事含む） 9名

（広義・功労・特別メネット会員） ２名

会員7月例会出席者数 5名

メークアップ者数 1名

7月の出席率 71.4%

ゲスト・ビジター出席者数 12名

メネット・コメット出席者数 3名

7月例会出席者数 21名

7月例会充足率 233.3%

7月役員会出席者数 5名

7月例会ニコニコ・ファンド ¥18,800

ニコニコ・ファンド累計 ¥18,800
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