
巻頭言 コロナ時間で思うこと

横田憲子

「過去の日本を知って、未来の日本を築かなければいけない。」と、

世界子どもたちのオンライン平和教育のなかで、日本から上がった言葉

です。自分自身で平和を考える必要性をわたくしたちに訴えているよう

に感じました。

私は奈良県の田舎生まれで戦後の悲惨さを知らなかったが、大阪環状

線に乗って大阪城公園の砲弾の残骸を万国博覧会準備までみていた。

中学生の修学旅行で長崎へ、高校で復帰前の沖縄へ行く機会があって

戦争を垣間見た。毎年広島からの『平和の誓い』を小学生が式典で読み

上げるのを聞くことができるが、心にズシンと伝わってくる。こんなに戦争を感じはっきりした誓

いを述べられるのは今日その人の家庭・地域環境の違いからくることなのだと思う

今戦争の惨状をテレビ映像で見るのだが、ワイズの高齢世代は体験者として大切な存在であること

に気付いた。そんな人間が人間らしく生きることのできない戦いで嫌な思い出のほうが多いでだろ

うが、いろんな面から話を聞ける機会を身近にあってはどうかと思う。経験のない人にとっては戦

争や命を考える機会となることだと思う。

2022～2023年度 主題＆スローガン

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

２０２２年 10月号 Vol.564

10月の聖句（2022年）

あなたのまことに従って、彼らを絶やしてください。

旧約聖書詩篇54篇7節 松岡虔一牧師選

9月中旬に「高津ガ－デンでの阪和部会を中止し、zoomに変更する」とのメールが入った。久々にワイズ友人達との
再会を楽しみにしていたので、残念な思いで自粛生活を続けていた。そんなある日、正野部長が突然（奈良県橿原
市）の自宅を訪ねて来た。所用の途中で短時間の談笑ではあったが嬉しかった。おかげでzoomの阪和部会も楽しめた。
いずれにしても「大谷サーン」に早く帰国してもらい、イヤなコロナを場外にカッ飛ばし、「ごく平凡な日常」を嚙みしめたい。
「彼らを絶やしてください」と祈る日々である。
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9月例会報告

10月 BF BF 西日本区強調月間
ＢＦ（ブラザーフッド基金）の意味を理解し、国際奉仕団体のメンバーとして、この基金の充実と活用

に貢献しましょう。古切手を集め、皆で一緒に作業して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）

丸尾初子

日 時：9月15日（木）18：30～19：30

会 場：オンライン（ZOOM）

出席者：大塚由実、丸尾欽造、宮本桂子、横田憲子、

メネット：大藪暢子、丸尾初子 以上6名。

▼大藪暢子さんがZOOMへの初登場でよかったですね。

宮本桂子さんのオフィスでセットの様子も拝見できました。

▼望月ご夫妻は、カーフエリーの船上から、通信環境が

良くないと、連絡がありました。

▼メンバースピーチは丸尾会長の当番でした。会長主題

「今のままでいいのか、いけないのか、それが問題です

ね」の意図するところを話されました。

コロナ禍で活動の停滞はありますが、クラブとして基本的

なことを再確認する必要があるのではと、始まりました。

▼クラブの活動目的のこと、モットーにある強い義務感と

権利の受け止め方、そしてワイズメンとしての自覚や例会

の重要性、100年の歴史を通して先人が培ってこられた足

跡に学ぶことを綴って話されました。

▼ワイズの目的は、定款に6項目示されています。ワイズ

は、「奉仕」か「仲良し会」か、問うまでもなく、「目的」に明

確に示されています。その一つひとつは大きな意義をもち、

ワイズ魂を発揮して取り組まなくてはなりません。

目的は、最初に「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。河内クラブの場合、サン

ホームへのサービス活動を中心に取り組んでいますが、

（車いす登山や会館プログラムなど休止中）大阪YMCA

への会員大会への出席、チャリティーラへの参加、ピンク

シャツデーへの参加、諸献金やリーダー支援など、皆さ

んで共有し協働してゆければと思っています。参加者が限

られている傾向があり、とても心配しています。（他の5項

目については、ハンドブックに掲載されています。紙面の

関係上、記載を省きました。）

▼国際憲法第1条に定められたモットーは、「強い義務感

をもとう。義務はすべての権利に伴う」と、記されています。

それぞれの役割には思い切って取り組んでゆければと思

います。結果ではなく、過程の積み重ねが大切と言われ

ています。例会に出席する義務、目的に向かって取り組

む義務、クラブ会則遵守の義務など、標準的なことを大

切にしましょう。

▼ワイズメンとして自覚することは、奉仕哲学に基づい

て社会人なら仕事を実行して、それで余ったエネル

ギーを他に向けるところから始める。世俗の理論を持

ち込まず、常に対等の関係を維持すること。ワイズの

理論を原理的に理解し、質の良いリーダーシップを発

揮する必要があります。

▼例会の在り方は奉仕クラブとして非常に大きな要

素であります。目的意識をもって出席し、自己研鑽の

場として自覚し、多くのメンバーと接触する。コロナ禍、

少数会員化、高齢化など厳しい環境にありますが、

親睦の上に相和する理論で結ばれた効果的な演出

の場としての例会を、より楽しいものにするのはメン

バーの「義務」であります。欠席される場合は、必ず

欠席届をお願いいたしたいと思います。

会長のスピーチの主旨は、そのような内容でした。

▼インフォーメーション

大塚担当主事：

チャリティーランは台風が心配ですがよろしくお願いい

たします。

「安全の日」募金は、9月30日締切日となっています。

ご協力をよろしくお願いいたします。振込方法は、ご連

絡いたします。

サンホームは、軽度のコロナ感染者が出ました。8月

22日に事態宣言解除になりました。会館の利用は10

月には可能と予定しています。例会の使用予定を入

れておきます。

丸尾会長：ジャガイモの入荷日・10月2日(日)。

注文された方は、望月さんオフィスまで。

（藤井・丸尾は直接引き取り）

▼今月も、宮本さんにZOOMのお世話をいただき、あり

がとうございました。定刻に終えることができ、ほっとしま

した。

以上
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第三部：ワイズメンズクラブ西日本区の時間

田上西日本区理事から、阪和部、前年度（大谷部

長）、今期（正野部長）へ焦点を合わせ、評価と

激励を述べられて、ワイズダムへの思いをまとめ

られた素晴らしいフイーリングのメッセージを頂

いた。

Yサ・ユース事業主任及び主査、地域奉仕・環境

事業主任及び主査、EMC事業主任及び主査、国際・

交流事業主任及び主査の各事業部門から、今年度

の事業方針の解説と確認、積極的な取り組みへ導

く勇気づけなどのアピールを受けた。活動の根幹

をなす研鑽の場として厚みのあるステージであっ

た。

例年に比して、各プログラムを通して時間は充分

とられていて、プレゼンターへの配慮あるコンセ

プトに拍手を送りたい。

オンライン開催のため、食事・諸芸などお楽しみ

プログラムは省かれたが、それは新年合同例会に

託したいと、内藤次期部長の謝辞で定刻に閉会さ

れた。

以上

第34回阪和部部会・概要報告

「活動へ推進力を与えた部会」
丸尾欽造

開催日：9月17日（土）15：00～17：30

会 場：部会センター会場（土佐堀チャペル）、

＋ZOOM参加

参加者；96名（ゲスト・YMCA、ワイズメン・メネッ

ト）

正野阪和部部長の開会宣言、ワイズソング、開会祈

祷、正野部長ご挨拶、田上西日本区理事のご挨拶を頂

き、第一部プログラムへと移った。

第一部：阪和部の時間

「生きるボランティア」として富山YMCAから川渕映

子さんの特別講演。途上国における困難な状況にある

子供たちの許へ、自ら身を運び支援を続けるボラン

ティア活動の様子を、映像を駆使して伝えられた。ま

た、活動への支援協力を呼びかけられた。ボランティ

アの域を超えた情熱に圧倒されたひとときであった。

第二部：YMCAの時間

▼「大阪YMCAからの報告」・小川総主事、菅阪和部

担当主事から、今期、全体129名のリーダーの体験、

出会い、命の大切さなどのテーマに触れられ、研修や

キャンペーンなどの取組みを紹介、協力を願われた。

総主事から、7月の「ワイズとYMCAとの協働の在り

方」懇談会への感謝、コロナ下での活動、設立140周

年記念誌の準備、家庭環境の問題など、そして7月開

催された世界YMCA大会の様子について報告された。

▼「奈良YMCAからの報告」・上地総主事、村上阪和

部担当主事から夏プログラムが終了、送迎車マニュア

ルの確認、チャリテイーランよろしく、「奈良

YMCA60周年」を迎えるなど、活動報告があった。

上地総主事は、7月に就任され自己紹介と感謝の言葉。

未来に向けて、みんなに向けてやさしいYMCAを目指

す。「60周年記念募金」のご紹介では、サッカーグラ

ウンドの整備案など、年内の活動予定を紹介された。

▼「和歌山YMCAからの報告」・加志総主事から、5年

後の、「和歌山YMCA設立50周年」に向けて、地域へ

の拡大計画などの展望を話された。二つの法人格があ

り、教育団体としての位置づけの強化を図る。介護福

祉専門学校と日本語学校を持ち、既に多くの外国人福

祉士として県内の施設に送っている。また刑務所でも

更生の一助として福祉士研修を行っている。来週、日

本語学校同窓会が開かれる。教員を含め100名が集ま

る。

活躍中の
川添英子さん

田上正
西日本区

理事

センター
会場
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・9月役員会報告

■斎場のお話し

★奈良市の新斎場「旅立ちの杜（もり）」にびっくり！

次姉がなくなり奈良で葬儀の後、火葬のためにバスで３０

分ほど行った斎場に驚きました。今年４月に開業したばかり

の新斎場で、火葬炉が１２炉（うち１炉は動物炉）あり、待

合ホールや１０室ある待合室は全面ガラス張りで明るく、骨

上げまでの約２時間ほどの火葬時間を待つ間も、他の遺

族や会葬者と出会わないように動線にも配慮され、また子

連れの会葬者が困らないようにキッズスペースまで設けてい

ました。なにより驚いたのは、女性スタッフの多いことです。１

階火葬炉のところで入炉や骨上げの対応をしてくれたのは

女性でしたし、２階待合スペースで接客するのはすべて女

性でした。この発想は行政の職員ではなかなかできないな

と思って聞くと、指定管理といって市が民間に運営を業務

委託する形をとっていました。事務所でお聞きすると、スタッ

フの７割が女性とのことでした。

★東大阪市でも斎場問題は、最重要課題

東大阪市でも、７つある斎場のうち一つは建て替えのた

めに休場中で、一つは台風の時に煙突が倒れて運用を停

止し、小規模の５つの斎場で運用していますが、どこも老朽

化が進んでおり、それに輪をかけて高齢化とともに死亡者の

数が増加して、いまや火葬できる数よりも上回っている状況

です。市でも休みを減らすことや、火葬炉の回転数を増や

して対応していますが、それでも追いつかない時には亡くな

られてから葬儀までの日数が多くなって待っていただいたり、

他市の斎場にお願いしたりしているのが現状で、何れは誰

もがお世話にならなければいけない斎場の問題は早急に

解決しなければいけない重要課題です。

今ある斎場だけでは対応が難しいので新斎場が計画さ

れているのですが、東大阪市では広大な土地を確保するこ

とがなかなか難しいし、市民の皆さんも必要性は十分認め

るものの、新斎場が自分の住む地域にくるのは反対という

「総論賛成・各論反対」という状況で、なかなか決まりませ

ん。しかし今回報告させていただいた奈良の新斎場のように、

建物デザインにお金をかけてまちに調和するデザインの建物

にし、また火葬炉が年々改良され、ばい煙もほとんど出ない

ようになっているので、私は斎場を「迷惑施設」ととらえるの

は違うと主張しています。担当する斎場管理課もかつてはそ

こに配属されることが左遷されたように思う職員が多かった

のですが、いまや新斎場建設を抱える花形の部署です。

完成に向けてぜひ頑張ってほしいですね。

記：横田憲子

日時：2022年9月22日（木）

１８：３０～19：30

リモート。

出席者：大塚由実主事・丸尾欽造メン・宮本桂

子メン・望月強メン・横田憲子

【協議事項】

１，10月例会 2022年10月20日（木）

１８：３０～２０：００

会場：サンホーム1階

マイク・CDの準備

ゲストスピーカー：阪和部長 正野忠之メン

「正野部長を囲んで」懇談会

司会：大藪暢子メネット

ニコニコ記録：望月メン

2，11月ブリテン

巻頭言：宮本桂子・例会報告：横田憲子

・役員会報告：宮本桂子

締切：10月28日（金）

３，次期役員会推薦 幹事長：望月メン

幹事：中西メン・横田メン

1月例会で選出できるよう幹事会にて準備

することに承認される。

４，クリスマス例会は12月15日（木）の予定だが

プログラムは11月役員会にて検討することに了承

される。

【報告・連絡事項】

１，34期阪和部部会の出席者96名で対面とオンラ

インで行われた。

河内クラブからは4名の出席者

２，中西部部会案内

2022年10月8日（土）１１：００～１４：

００ 出席予定 望月メン・メネット

３，大阪YMCAチャリティーランは台風接近

のため中止となる。今後の予定は未定。

4、大阪YMCA会館（土佐堀）

10階１０１号室プラスZOOM

日時：2022年10月1日（土）

１３：３０～１５：００

「今、なぜ日本語！？

日本語教育の現在・過去・未来―」

亀田美保氏

8大阪YMCA日本語教育センター長）

５，奈良YMCA チャリティーラン案内

日時：2022年10月23日（日）８：３０～
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サンホームニュース

☆第342回早天祈祷会☆

日時：2022年10月21日（金）7：30～8：15

証し：片山 聡子（かたやま さとこ）さん

（土佐堀YMCAアフタースクール事業長）

場所：大阪YMCA会館 10階チャペル

参加費：100円

※朝食会はありません。

※感染予防対策をして実施します。必ず事前に

検温の上、マスク着用でご参加ください。

※中止の場合は大阪YMCAホームページ「NEWS 

新着情報」でお知らせいたします。

大塚由実

YMCAサンホームは、人の支えを必要とし、人の支えになることができるよう、多様化する福祉

ニーズに応える活動を行っています。現在、コロナ禍の影響により一部制限をしていますが、子ど

も広場やボランティア活動、関係団体との協働プログラムなど、地域の子どもから高齢者が集うこ

とのできる多世代交流の拠点となっています。ともに支えあい地域で生活する、一人ひとりの幸せ

を願い、福祉社会の実現に向けた取り組みをすすめています。

今後もコロナ感染予防に配慮しながら徐々に活動の場を広げていく予定です。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。

☆大阪YMCA大会2022のお知らせ☆

日時：2022年11月23日(水・祝）

10：00～12：00（予定）

会場：大阪YMCA会館(土佐堀 )

・オンライン（予定）

内容：大阪YMCAの活動報告、

会員表彰者紹介、

交流プログラムを予定しています。

○ 参加方法、開催の詳細は11月に大阪YMCA

ホームページでお知らせいたします。

東大阪地域のこあらリーダーです。

今月、東大阪地域リーダー会にひよこリーダーが新たに加わりました。新しい仲間と共に地域で

の活動をより充実させていきたいと考えています。今は八戸ノ里小学校で行われる八戸ノ里フェス

タでの準備に励んでいます。クラフトブースを出し、地域の子どもたちとぶんぶんごまづくりをす

る予定です。コロナウイルスの影響で3年ぶりの開催となり不安も大きいですが、地域の方々との新

しいつながりをつくる機会を大切にしたいです。また、10月の初めには和泉市で野外リーダート

レーニングがあります。リーダーとの輪を広げながら野外スキルなど、新しいことをたくさん学び、

子どもたちとの活動に生かせるよう取り組んでまいります。この度もブリテンを書く機会をいただ

きありがとうございました。季節の変わり目となり、体調を崩しやすい時期なのでくれぐれも体調

に気をつけてお過ごしください。

ＹＭＣＡウエルネス 切通菜摘

今年度は、2年ぶりに八戸ノ里地域のお祭り、八戸ノ里フェスタが開催され、東大阪地域リーダー

会でもクラフトコーナーを出店する予定になっています。

例年、大好評であったぶんぶんごまをつくって遊ぶコーナーです。地域の人との繋がりの場にYMCA

が関わることができることを嬉しく、楽しみに思います。また次月、様子をご報告させて頂きます。
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● ●

【9月例会プログラム】

日時：10月20日（木）18：30～20：00

会場：サンホーム 1階 ロビー

開会点鐘 会長 丸尾欽造

ワイズソング 一同

ゲスト・ビジター紹介 司会者

聖句拝読 メネット 望月治子

会長挨拶 会長 丸尾欽造

懇談会「正野部長を囲んで懇談会」

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 副会長 横田憲子

● ●

Happy Birthday

該当者はございません。

編集後記

続けざまに日本列島を襲った台風により被害を受

けられた沢山の方々にお見舞いを申し上げます。一

日も早い復興を願いますとともに、受傷された方々

の回復、不幸にして亡くなられた方々のご冥福をお

祈りいたします。ブリテン発行にあたり、多くの皆

様からご協力を頂戴しました。心から感謝申し上げ

ます。

宮本桂子

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/

河内クラブ予定表

10月 1日（土）大阪YMCA 第16回YLob

13:30-15:00 土佐堀＋zoom

「今なぜ日本語」（亀田美保）

2日（日）ジャガイモ到着（摂津峡駐車場）

8日（土）中西部部会 11：00～14：00

ANAクラウンプラザH大阪

20日（木）河内10月例会（サンホーム）

23日 (日) 奈良YMCAチャリティーラン

27日（木）河内第5回役員会（サンホーム）

29日（土）阪和部評議会・大阪南YMCA

11月3日（木・祝）YMCAファミリー

カーニバル（南YMCA）

17日（木）河内11月例会

19日（土）泉北40周年記念例会

26日（木）河内第6回役員会

9月　会員状況

会員数（担当主事含む） 9名

（功労・特別メネット会員） ２名

会員9月例会出席者数 4名

メークアップ者数 1名

9月の出席率 62.5%

ゲスト・ビジター出席者数 0名

メネット・コメット出席者数 2名

9月例会出席者数 7名

9月例会充足率 77.8%

9月役員会出席者数 5名

9月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥18,800

河内クラブゆうちょ銀行口座
郵便局からは・・記号14130 番号07193291
他の銀行からは・・店名 四一八 店番418

（普） 口座番号 0719329

口座名 オオサカカワチワイズメンズクラブ

*会費等のお振込みにご利用ください
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