
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 11月号 Vol.565

11月 ASF YMCAサービス西日本区強調月間

YMCAに行きましょう。そしてスタッフ・リーダーと対話しましょう。

清水 淳 Yサ・ユース事業主任（とやま）

11月の聖句（2022年）
正しい人はつまずいても倒れない。主が彼を支えておられる。

旧約聖書詩篇37篇24節 松岡虔一牧師
今春、松野五郎メンが84才で富士山頂を征服されたと伺った。年齢に関係なく、目標を持って

生きる人の力強さを学んだ。私も来春には満90才（卒寿）を迎える。阪和部では中村勝吾メン、
金城清輝メン、佐古至弘メン、に続き第４位である。YMCAとワイズメンズクラブで与えられた目
標を大切にして長生きしたい。

一番大事なのは、まず、やってみる勇気
宮本桂子

10月例会に阪和部長をお迎えし、談話会と題して部長と今後の阪和部や河内
クラブについて話し合いました。そこで部長が強調されたのが温故知新とい
う事でした。つまり、ワイズの歴史を大切にしつつも、新しいことにチャレ
ンジしていくという事です。
上記の表題はアインシュタインの言葉ですが、最近私の周りではこういった
チャレンジの話をよく聞きます。知り合いは「したことないことをやってみ
よう」をご自身の新たな目標にされて、60歳にしてスカイダイビングにチャ
レンジしました。そして特筆すべきは、サウスクラブのチャーターメンバー
である松野五郎メンが84歳にして富士山登頂に成功されたことです。この松
野メンのお話を河内クラブの11月例会でして頂けるそうで、今から楽しみに
しています。
こういった個々のチャレンジもありますが、クラブ運営でも新しい事にチャ
レンジし、色々な方々から興味を持って頂ければ会員増強につながるのでは
ないかなぁと思います。

巻頭言
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清水 淳 サ・ユース事業主任（とやま）

10月例会報告

記：横田憲子

日時：2022年10月20日 １８：３０～２０：００

会場：サンホーム1階ロビー

出席者名：メン 佐古至弘君・丸尾欽造君・望月

強君・藤井敬子さん・宮本桂子さん・横田憲子

メネット 大藪暢子さん・丸尾初子さ

ん・望月治子さん・宮本さんサポーター

ビジター 正野忠之部長・山田理学書記

（大阪泉北） 今井利子さん（なかのしま）

大藪メネットの司会で10月例会が始まり、丸尾会

長の開会点鐘が久しぶりのロビー会場で響いた。

次に望月メネットが聖句拝読をされた。

会長の挨拶は７月以来の対面例会ができた喜び

と、NHK朝ドラでは東大阪市が舞台となって放映

されていることのうれしさを述べられた。

早速「正野部長を囲んで懇親会」になった。各

クラブ訪問2回目を終えて、1つ目の思いは会員数

減少と高齢化を抱えている各国際ボランティアク

ラブだが、将来を考えるとまず阪和部も若い役員

を育て新しい会員の入会を目指す必要性がある。2

つ目は和歌山クラブと河内クラブの同日例会の重

なりを一度相談されてはいかがでしょうか、とい

う提案があった。3つ目は今期DBCに2回同席したが

その後クラブに元気が出てきたのを感じたこと。

ワイズは仲良しクラブとボランティアの共存して

いる組織であるといわれ、若い会員のバックを経

験者が支えてプログラムを進めていく形で今後の

つながりができたらという思いを述べられた。

インフォメーションでは泉北クラブ40周年記念

例会のアピールを山田メンがされた。それと共に

松野五郎メン（84歳）の富士山登頂成功の素晴ら

しい報告があった。

最後にYMCAの歌を歌い閉会点鐘で予定時刻に終

えた。

北海道のジャガイモが届きました。
十勝クラブから収益金を「農村に花嫁を」たし
かこの様なキャッチフレーズで始まったと思い
ます。始まってから40年は経っていると思いま
す。河内クラブは昨年から高槻クラブのお世話
で北海道から大型トラックで摂津峡に運んで頂
いています。荷受け当日は早朝よりワイズメン
の車が引き取りに来ています。河内クラブは摂
津峡には丸尾メンと藤井メンと私の3台の車で荷
受けいたしました。販売個数は82箱になりまし
た。販売にご協力有り難うございました。

ジャガイモを満載した大型トラックが大方の荷
下ろしをした荷台、このフレームを通して、摂
津峡の紅葉が美しく暫し見取れました。
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第5回役員会報告
宮本桂子

開催日時：2022年10月27日（木）午後6時30分～7
時30分
会議場 ：オンライン（ＺＯＯＭ）
出席者 ：丸尾欽造メン 大塚由実主事 横田憲
子メン 宮本桂子

【協議事項】
１１月例会（強調月間：ASF YMCAサービス）
①日 時： 2022年11月17日（木）18：30～

20：00
②会 場： サンホーム（予定）
③卓話者： 松野五郎メン（サウスクラブ）
④食 事： なし

【例会担当】
司会・・横田憲子 聖句拝読・・丸尾初子

ニコニコ・・望月強 会場準備・・大塚由実
湯茶の準備・・丸尾初子 ＣＤ準備・・大塚由
実
（必須）マスク、検温、手指消毒、入館証記名

12月号ブリテン担当
巻頭言：大塚由実 例会報告：宮本桂子
役員会報告：大藪暢子
サンホーム・YMCAニュース：大塚由実
ウエルネス：切通菜摘 区及び阪和部関連：丸
尾欽造
自由投稿 随時提出

★原稿締切日：11月25日（金）
12月例会（クリスマス例会）の準備に向けて
会 場：サンホーム（予定）
担当者：横田憲子 宮本桂子
日程、内容については検討中

その他・・なし
【報告・連絡事項】
1．大阪YMCAチャリテイーラン2022
開催日：2022年11月13日(日)、

会 場：花博記念公園鶴見緑地バーコラ広場
参加者確認：望月、横田、丸尾

2. 大阪YMCA大会2022
開催日：2022年11月13日(日)10：00～12：30
会 場：大阪YMCA会館及びオンライン

3．大阪泉北クラブ40周年記念例会
開催日：2022年11月19日（土）11：30～15：00
会 場：大阪YMCA会館 2階 大ホール
登録費：￥10,000 （お友達￥3,000）

参加者確認：丸尾、横田
4. ジャガイモファンド報告

購入数 河内クラブ82箱
（SON大阪200箱） 合計取扱数 282個

本体価額 ＠￥1134 運賃＠￥480
販売価額＠￥2000

5．その他
例会日程の変更について等 別途役員会を
行なう

第2回評議会 概要報告
会長 丸尾欽造

開催日 2022年10月29日（土）13：00～15：30

会議場 大阪YMCA 10階チャペル

《正野部長挨拶》

キックオフを経て4ヶ月間の活動への感謝と感想。

区、部、に共通する役員選出等への現状や阪和部メ

ネット事業の在り方など、課題を提示され、この一

年間の諸行事を細かく整えて実践し、次期への引継
ぎに向かいたい。

《クラブ会長、・主査・委員長、担当主事報告》

全7クラブの活動報告、主査・常置委員から現状

と今後への展望・要請などの報告、三YMCA担当

主事によるYMCA情報の報告がなされ、それぞれ

が役職メッセージを果たされた。

《議案》

・第1号議案 第33期第4回評議会議事録承認につ

いて

・第2号議案 「第33期決算報告の承認について」

・第3号議案「第1回評議会議案書の承認について」

一部字句の錯誤を修正のうえ、全三議案に異議な
く全会一致で承認された。

《協議案》

・第1号協議案 第3回評議会の奈良YMCA開催に

ついて」会場サイズの是非について協議された。

《報告・連絡》

・第34回阪和部会収支報告がホストクラブ（大阪

泉北）から提示され、発生した収支マイナスはホ
ストクラブが会計処理されたとの報告があった。

・「部長通信」が配布された。次期における次々期
部長の選出について部長より報告された。

・阪和部新年合同例会ご案内： 開催日時：2023

年1月9日（月・祝）11：30～14：30

会場：ホテルグランビア和歌山（JR和歌山駅隣

接）会費：￥10，000 ホストクラブ：和歌山ク

ラブ 申込締切日：12月23日（金）

以上

中西部会に参加

望月強

久し振りに対面での部会、それも大阪の新地、ANAク

ラウンプラザホテルです。ワイズの華やかな雰囲気に

浸りたくて参加しました。田上理事のお話しも楽しみ

にしていました。緩和医療のお話しは末期の時に痛み

を和らげる治療、私も近い将来お世話になる身につま

される話です。しかし１00㎞マラソンは2度も最下位

になる。それが自慢になるお話しで、素晴らしい人柄、

ホッとしました。

福島中西部長は、この部会に部長自身のお仲間が3

グループ、（ハーモニカの仲間達・こちゃんぼさんの

仲間達・のっぽさんの仲間達）総勢23名の方が参加さ

れました。この人達にもワイズを理解し楽しんでもら

えるワイズの会でありました。
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・中西のぶひろの

「なの」情報箱・

■盛り上がる「舞いあがれ！」と、「舞いあがれ 東大阪」プロジェクト

NHK連続ドラマ「」舞いあがれ！」の展開は、第１週３話から五島列島に

移った舞台が、第３週に東大阪に帰ってきて、第4週から、主人公の舞

ちゃんも航空工学を学ぶ「大学生、という設定になりました。ストーリー

のテンポもよく、私の周りでも大いに盛り上がっています。

市では、ドラマ「舞いあがれ！」の舞台に東大阪が選ばれたことをきっ

かけにして、「舞いあがれ東大阪」プロジェクトを立ち上げ、ロゴマー

クもNHK連続ドラマとは違うロゴマークを制作しました。これにはＮＨＫ

との交渉がたいへんだったようで、市職員の人からその苦労話しをお聞き

しましたが、東大阪を盛り上げる情報を発信してより多くの人に東大阪を

知ってもらうおうとする意欲が感じられて、。素晴らしいことですね。

NHKが市庁舎の22階を利用して10月3日から3月31日まで「舞いあが

れ！」展を開催し、劇中に出てくるお好み焼「うめづ」やラグビーカフェ

「ノーサイド」のセットを再現したり、ドラマの写真展示などをしていま

すが、市も 「舞いあがれ東大阪」プロジェクトの一環として、同時に２

２階で東大阪の歴史やモノづくりや市の産業を支える人たちのインタ

ビューを映像で流して東大阪を紹介しています。これがまた内容がよくで

きていて、オモシロい！これを目当てに観光の人が訪れたり、修学旅行の

コースにもなっています。 先日も22階のカフェに食事に行くと、なんと

お客さんが外で並んでいて入れず、こんな経験は初めてでした。それで11

階の食堂に行くと、今度は広島から修学旅行の中学生が150人、東京から

高校生が工場視察で120人で来る予約が入っています、といううれしい報

告を聞いて、こちらまでうれしくなりました。これこそ、「舞いあがれ」

効果だと実感しました。と同時に、22階は夜景も見るべきものがあり、活

用の仕方で大きな可能性を持っていると思いました。

正野忠之メン（阪和部長）
このクラブに来るとホッとし、
又訪問したくなります。

山田理学メン（阪和部書記）
河内クラブの皆様とお会いするの
を楽しみにきました。

今井利子メン（なかのしまク
ラブ） 河内クラブと言うと兄
クラブで膝を交えておしゃべり
するのが楽しみです。

佐古至弘メン 久しぶりに皆さんとお会い出来ま
した。あと3ヶ月で90歳になります。

横田憲子メン
久しぶりです、皆
さんお元気そうで
ホッとしました。

丸尾欽造メン ここは高齢者施設ですので
食事が出せないのが残念です。正野部長の元
気な声と前向きな話ありがとう。

望月治子メネット
先月、娘の居る北海
道に行って参りまし
た。

大藪暢子メネット しぶりの対面霊界で
すので拙い司会で申し訳ありません

藤井敬子メン 月に1回カーリントンとい
う楽しいスポーツゲームを通っています。
誰でもできるスポーツです。身体だけが動
けば誰にでもできます。此処でも取り入れ
てみては・・・

丸尾メネット プロレスラー
の猪木が元気であれば何でもで
きる。私もそう思います。元気
にしています。

宮本桂子メン 笑い文字の講師
の資格を取りました。本当は5月
に取っていたのですが、やっと人
前で言える, 自信がつきました。

ニコニコ

献金

語録

望月強メン メッセージと共に
献金を添えて頂きました。有難
うございました。

ニコニコ献金 １１,７００円
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サンホームニュース

☆第342回早天祈祷会☆
☆第343回早天祈祷会☆

日時：2022年11月18日（金）7:30～8:15

証し：神田 尚人（かんだ なおと）さん

（元大阪YMCA国際専門学校校長）

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

先日、東大阪市・八尾市・柏原市の3市の福祉施設部会が開催する就職フェアに参加してきまし
た。ニュース報道等でも、少子高齢化等により、将来的な福祉人材の不足が懸念されています。
フェア参加者は数十人でしたが、一人ひとり、各施設のブースで、施設のことや将来性、給与面な
どの様々な話を真剣に聞いておられる姿が印象的でした。私たちの仲間となり、ともに歩んでいた
だけること願っております。
また、ＹＭＣＡサンホームは、「ともに歩む」ことを基本に、地域や関係団体、ボランティアの
方々とのネットワークを構築し、多世代交流の場となっています。コロナ禍のため、活動場所や時
間、人数等、一部制限はしておりますが、今後も活動を拡げ、多くの方が集える場所となるように
取り組んでいきます。
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。

☆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。

ＹＭＣＡウエルネス 切通菜摘

すっかり、秋らしくなってきた今日この頃。冬も間近に感じる寒い日もありますね。先月お知らせ
をさせて頂きましたが、9月25日に3年ぶりに開催された八戸ノ里フェスタに東YMCA・東大阪地域
リーダー会で参加をさせて頂きました！会の途中には、用意していたブンブンゴマの製作セットがな
くなるほどの大盛況でした。当日参加をしたととリーダーやひよこリーダーも地域の子どもたちとの
ふれあいに楽しさを感じていました。
ウエルネスでは、冬春の特別プログラムの募集がスタートしました。昨年度を超える反響で、多くの
子どもたちが期待を持ってきてくださることを感じます。
子どもたちとの活動のために、リーダートレーニングも10月上旬に実施しました。東大阪のリーダー
も集まり、共に学びを深めました。

東大阪地域の福井綾音（ととーリーダー）
こんにちは。東大阪地域２年目のととリーダーです。いつも東大阪地域の
リーダー活動を支援してくださってありがとうございます。9月は八戸ノ里
フェスタに
ぶんぶんごまの体験ブースを出しました。3年ぶりの開催となるフェスタ、
とても嬉しく、楽しみでした。しかし、早速店番のできるリーダーが2人し
かいないと言う苦境に陥りました。どうしようと悩んでいたのですが、
助っ人のスタッフさんが桃の里から駆けつけてくださったり、急なお願い
にも答えてくださったサンホームのスタッフさんやフェスタ運営の方がい
たり、本当に皆さんの温かい協力のうえでフェスタを成功させることがで
きました。はじめて運営するという貴重な経験をしました。とても勉強に
なることばかりで、YMCAだからこそ出来る経験だと感じました。本当に
一生の宝物です。社会に出てもこの経験を活かせるように頑張ろうと思い
ます。寒くなってきましたが、どうかお体に気を付けてお過ごしください。
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【衰退組織は「去年と同じ」を踏襲して失速する。成長組織は「去年と違う」にチャレンジして成長する】このような言葉をインターネットで見た。我がクラブは、どちらに当てはまるでしょうか？

今月も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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● ●

【11月例会プログラム】

11月17日（木）18：30～20：00

サンホーム 1階 ロビー（予定）

開会点鐘 会長 丸尾欽造

ワイズソング 一 同

ゲスト・ビジタ－のご紹介 司 会 者

聖句拝読 メネット 丸尾初子

会長の時間 会長 丸尾欽造

卓話 「最高齢者による富士登頂成功」

松野五郎メン（サウスクラブ）

インフォーメーション

誕生日 該当なし

アニバーサリー 横田夫妻 佐古夫妻

望月夫妻 中西夫妻

ニコニコ メネット

YMCAの歌

閉会点鐘 副会長 横田憲子

● ●

Wedding Anniversary

１１月 ２日 佐古至弘・利子夫妻

２７日 望月強 治子夫妻

２８日 中西進泰 伸子夫妻

１０月 ２７日 横田憲子 充弘夫妻

編集後記

【衰退組織は「去年と同じ」を踏襲して失速する。

成長組織は「去年と違う」にチャレンジして成長

する】このような言葉をインターネットで見た。

我がクラブは、どちらに当てはまるでしょうか？

今月も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
11月～12月 予定表

11月3日（木・祝）南YMCAファミリー

カーニバル（南YMCA）

13日 (日) 大阪YMCAチャリティーラン

花博記念公園鶴見緑地

14日（月）YMCA/YWCA合同祈祷週

大阪YWCAにて18：30～20：00

17日（木）河内11月例会

19日（土）大阪泉北40周年記念例会

23日（水）大阪YMCA大会

26日（木）河内第6回役員会

12月15日（木）河内クリスマス例会（予定）

22日（木）河内第7回役員会

23日（金）ユースリーダーの集い

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

10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10月例会出席者数 6名

メークアップ者数 3名

10月の出席率 75.0%

ゲスト・ビジター出席者数 3名

メネット・コメット出席者数 3名

10月例会出席者数 12名

10月例会充足率 133.3%

10月役員会出席者数 4名

10月例会ニコニコ・ファンド ¥11,700

ニコニコ・ファンド累計 ¥30,500
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