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13 章 7 節

選・解説 岩坂正雄

「わたしのしていることは、今あなたには分かるまいが、後で、分かるようになる」
―― 一見残酷で理不尽な物事のほんとうの意味を、神は私たちに明かしてくださいます。――

巻頭言 今できることを今する。

望月強
会長を引き受けると先ず悩むことは標語です。クラブ運営を如何にするかを表
す言葉を選ぶ必要があります。
伸び盛りとまでは言えなくとも現状維持をできている状態であれば其れなり
の標語も浮かびます。高齢者が多く会員数が減少している河内クラブで高い目標
を掲げることはできません。
今しかできないことを精一杯実行する。何に向かって？ 若年会員獲得・クラ
ブ員の活性化・YMCA に奉仕する。ワイズメンズクラブは YMCA を通して社会
に貢献すると謳われています。その趣旨に
7 月例会プログラム
沿って我々は行動し貢献しなくてはならな

いと思っています。
河内ワイズメンズクラブは YMCA サンホームを拠点として活動
しています。我々はサンホームをよく理解し協力し大切にしなくて
はなりません。サンホームには多くの人達が関わっています。献身
的に老人介護の為に働いている方が多くおられます。その方々が
YMCA 活動を理解してその方々と共に共働活動が出ければ、YMCA
チャリティラン等においても共に走り応援できればイイナと思いま
す。共に参加できる喜びを分かち合える仲間でありたい。
YMCA サンホームを拠点に東 YMCA リーダ会があります。
彼らも此処に集う若い仲間、彼らと交流を深めたいと思います。サ
ンホームで子供広場を開いています。週に一回近隣の子供たちの為
に学習をし、共に遊び共に夕食を食べる。地域のボランティア活動
を行っています。コロナ感染の影響もありサンホーム内を自由に使
用できない状況ではありますが、コロナ感染が終息できれば我々も
その輪に加わります。
クラブの現状からは広く世界海外に目を向け活動をするには、
力が足りません。
だから 現状を踏まえ、
“今できることを今する”

7 月 16 日（木）18：30～19：30
司会

田中惟介君

開会点鐘

望月会長

ワイズソング

CD 演奏

聖句朗読

宮原

ゲスト・ヴィジター紹介
会長の時間
中井信一

学君
司会者

望月会長
阪和部長

メッセージ

役員交代式
結婚・誕生祝

望月会長

ニコニコアワー
YMCA の歌
閉会点鐘

CD 演奏
横田副会長

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 ７月報
サンホームの交流スペース利用が条件付きで可能になりました。
① 来館者名簿に記帳する事。
② 手指の消毒をする事。
③ フィジカルディスタンシングを守り、歌を唄わない事。
（従って 例会場の定員は ２０名となります）
④ 食事をしない事。
⑤ 利用は一時間以内とする事。
宮原施設長（Y's 担当主事）から 上述の施設利用に関する
ご説明があり、2 月以来 4 ヶ月ぶりに顔を合わせての役員
会開催となりました。
体調不良の為の欠席は有りましたが コロナウイルス禍の
被害にも合わず元気に揃ったことは何よりでした。
残念なことは 岩坂メンが体力的に無理で退会を申し出ら
れた事です。寂しいことですがクラブの厳しい現状を認識さ
せられました。

第４６期 第１回役員会報告
日

時

２０２０年６月２５日

場

所

サンホーム１階

書記
14：00～15：30

大藪暢子

2020 第一回阪和部評議会
会場

出席者

ロビー

望月・丸尾・藤井・中西・田中・宮原・大藪

審議事項
1. 年間計画・予算案 概ね承認された。
作品展の日程・会場に関しては宮本委員長と検討する。
巻頭言執筆者は例会日までに会長判断で決定する。
2. 岩坂正雄メンの退会申し出について
やむを得ないとし承認

協議事項
1. ７月例会

18：30～19：30
サンホーム 6F
Kick off 例会 阪和部長公式訪問・役員交代式
役割分担
司会 田中惟介君 受付 藤井会計 食事手配 なし
聖句朗読 宮原 学君 ニコニコ 当日指名メネット
2. ブリテン原稿 ８月報
巻頭言 宮本桂子君
７月例会報告 大藪暢子さん
役員会報告 宮本桂子君
サンホームニュース 宮原 学君
Y ニュース 切通菜摘さん リーダー会ニュース 委託
ニコニコ 録音・起稿 望月会長
原稿締切り ７月２５日 厳守！！

報告 望月 強

６月２７日「江戸堀連合会館」

中井部長は東北大震災を目の当たりに見た体験から
「寄り添う。忘れない。
」と部長標語を決められました。
クラブの充実を図りクラブライフを楽しみましょう。
YMCA と協働等を念頭に初心を述べられました。
会長発表は和歌山クラブ・奈良クラブと順に若い会長の
初々しい発表があり、サウスが未着の為、河内クラブに回
ってきました。河内クラブの現状、正クラブ員 9 名功労会
員 1 名を加えて 10 名と内情を話すと、高齢者会長である
ことが納得されました。
各クラブともコロナによる外出制限等もあり、メンバー
相互の交わりが出来なかった様子が分かりました。

７月１６日（木）

報告事項
5/25 阪和部 ZOOM 会研修会に参加
6/3
大阪チャリティラン ZOOM 会議 参加
6/12 YMCA 共同の祈り ネット参加
6/13 理事役員会交代式 ネット参加
6/19 東 YMCA リーダー会 南 YMCA で開催されるも
参加できず。
こども広場

7/8 再開

各事業主査の今年の目標・抱負を述べられました。丸尾
メネット主査は部長排出クラブの奈良メネット会に焦点を
絞って事業が出来ないか模索しています。
続いて情報委員と将来構想委員長の構想・抱負が述べられ
ました。
大阪 YMCA 菅担当主事からはチャリティランの実施と
全国 YMCA で３億円のポジティブ募金を実施します。
和歌山 YMCA 小川担当主事から文章で報告があり、奈良
YMCA 村上担当主事はネットによる参加で挨拶を画像で
見ました。
協議
第１号議案：第 32 期阪和部事業計画の承認について
第 2 号議案：第 32 期阪和部役員選出の承認について
第 3 号議案：第 32 期阪和部予算案の承認について
以上、原案通り全員賛成で承認されました。
浜田副書記から、阪和部報の発行は年 2 回といたします。
中井阪和部長から、奈良ホテルでの阪和部会は中止しま
す。代案については後日連絡します。
監事報告・YMCA の歌・閉会点鐘・全員による記念撮影

16：00～20：00

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 ７月報
リーダー会ニュース

サンホームニュース
社会福祉法人 大阪 YMCA
特別養護老人ホームサンホーム 宮原 学
昨年の今頃、これから迎える暑い季節に、衣類の
ように日常的にマスクを着用することを、どなたも
想像できなかったのではないでしょうか？
一時期の手に入らない状況から一転して、さまざ
まな素材やカラー、キャラクターなど、親切なこと
に肌が冷たく感じるものまで。マスクが服装のよう
にファッションになってきています。
蒸し暑い日が多くなるこれからは、熱中症にも注
意が必要です。特に子ども、高齢者、障がいを抱え
た方は、熱中症になりやすいと言われています。涼
しい服装で、暑さを調整し、こまめに水分をゆっく
り摂ること、ソーシャルディスタンス（人と人との
距離 2 メートル）を守り、温かい空気がこもりや
すいマスクを適宜、外すことで体温調節し、体調を
整えておきたいですね。
さて、7 月よりＹＭＣＡサンホームで顔をあわせ
て例会を開催できる運びとなりました。
新型コロナウイルス感染予防のため、時間や人数
などの制限を設けておりますが、どうぞご理解くだ
さいますようお願いいたします。

新家 楓

こんにちは。いつも東大阪地域のリ
ーダー活動をご支援していただき、
ありがとうございます。今回ブリテ
ンを書かせていただきます、リーダ
ー2 年目のもみじです。
まず、最近のリーダー活動の様子を
書かせていただきます。コロナウイ
ルス感染予防のため、子ども広場は
まだ再開していない状況ですが、6
月 12 日にリーダ
ー会を開くことが
できました。今年
度の子ども広場で
何をしたいか、子
どもたちがどうい
うふうに育ってほ
しいかなどを話し
合いました。久し
ぶりの対面でのリーダー会ということもあり、話が弾
んで、お泊まり会をしたい・ピクニックをしたい・子
どもたちが環境問題を身近に考えられるような時間を
持ちたいなど.様々な意見が出てきました。実際に活動
ができない状況の中でも前向きにできることを検討す
ることの大切さを感じました。
また、子ども広場を企画したリーダーに当時の話を聞
く時間を持つこともできました。当時の子供達の様子
や子ども広場を始めたきっかけなど、知らなかったお
話をたくさん聞くことができ、改めて子ども広場を子
供達にとって居心地の良い場所、成長できる場所にし
たいという思いが強くなりました。
子ども広場で実際に活動できる日を楽しみにしなが
ら、今できることをリーダー同士で話し合っていきた
いと思います。
最後になりましたが、このようなリーダー活動を共有
させていただける場を設けていただき、感謝いたしま
す。ありがとうございました。

2019－2020 年第４回評議会 報告 丸尾欽造
６月２７日：江戸堀連合会館
・大阪南 YMCA が使用できず会場を変更されて開
催された。20 名の参加者（１名 Web 参加 ）があ
り、部長挨拶の後、会長、主査・委員長、担当主査か
ら、それぞれの立場で活動報告等がなされ、コロナ
ウイルスによる活動停滞の中にあって、クラブ運営
に取り組んだ対応や区レベルの情報など大要を話さ
れました。
・議事について、
議案第１号・
「第 3 回評議会議事録は承認について」
は原案通り承認され、
協議案第１号「阪和部新年合同例会ホストクラブの
選出について」は、奈良クラブが設立 70 周年プロ
グラムと併せて準備し、ホストすることとして決定
されました。

ウエルネスニュース
切通菜摘
いつも活動を支えて下さり有難うございます。
ウエルネスでは、緊急事態宣言解除と共に、
徐々に日常のプログラムを再開し始めました。
まだまだ、コロナウイルスの不安はあります
が、参加者のみなさんと安全・安心を創り出す
努力を行いながら、無事プログラム開始から 1
ヶ月弱を迎えます。
子どもたちやリーダーの多くの笑顔や元気な
声、活動を心待ちにしていただいていた声を聞
くと、これまでの活動のありがたみや重要性、
そして私たちにはなくてはならないものだった
のだと気づかされる毎日です。
これから、夏を迎え、夏のプログラムも例年通
りの形での実施はできませんが、今だからこそ
できることを 前を向いて取り組んでいきたい
と思います。

・終了後、部役員交代式が行われ、部長タスキが飯
沼眞部長から中井信一次期部長に手交されました。
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Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi、Region Japan West July 2020
HAPPY
１２日
２７日

BIRTH

DAY

7 月予定

7月

2 日 ブリテン発送～
16 日 例会 サンホーム
23 日 役員会 サンホーム
こども広場は毎週水曜日

初田眞佐子さん
横田憲子さん

WEDDING

ANNIVERSARY

該当者なし

西日本区強調月間 7 月 Kick-off EMC-MC
新たな自分、そして新たなメンバーを迎え入れる体勢を心がけよう。
竹園

憲二

EMC 事業主任（京都 ZRO クラブ）

今年も 早半年が過ぎてしまいました。コロナウイルス感染症の蔓延でオタオタしましたが 季節は例年通
り、桜は四月に、蛍は六月に、そして入梅へ。写真は額田園地のアジサイ園（6/23）
。雪をかぶったような
山法師の写真を撮りに行ったのですが 盛りが過ぎていて・・・ 季節の変化に乗り遅れたかな？

編集後記
ヤドカリがオズオズと顔を出すように おそるおそる行事が再開されることになりました。
他の部やクラブの様子は知りませんが、当クラブの皆様はご無事にこのステイホームの期間を過
ごされたようで ご同慶の至りであります。全く長い人生の間には 何があるかわかりません。
筆者にとっても旧年来温めていた思惑がまさしく瓦解し、意に反して編集を続けることになり
ました。まぁ、何かを発信したいと思っていたわけですから その機会を頂けたと思いを定め、ご迷惑を顧
みず、独りよがりと謗（そし）られようとも この欄を利用させていただくことを お許しいただきたいと思
います。
休会中には私的にブリテン号外を 3 号まで出しました。ブリテンにとらわれずヴァージョンアップして
“石切山麓 炉辺談話”を発刊しようと予告までしたのですが、秒殺！“いらないです！”と。まぁ、そう
でしょうねぇ。ブリテンを騙（かた）って独りよがりな論を展開したわけですから、公私を混同していると思
われますよねぇ。という事で そつ無く 当たり障りのないように 書こうかな？
とすると あまり意気が上がらないかも・・・・・
（編集子）

会員数（連絡主事を含む）
内 功労会員数
特別メネット

１１名

ゲスト・ヴィジター出席数

名

２名

メネット・コメット出席数

名

6 月分

2名

功労会員・広義会員出席数

名

今期累計
充足率

6 月例会出席者数（会員）

名

6 月例会出席者総数

名

メイクアップ

名

6 月役員会出席者数

7名

6 月の出席率

％

6 月会員延べ出席者数

第４６期

ク

にこにこ献金
円
81901 円
％

名

ラ ブ 役 員

会 長: 望月 強 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
メネット会長：望月治子 直前会長: 丸尾欽造 担当主事:宮原 学

例会場・役員会場

：サンホーム 6F

06-6787-3733
http://kawachi-ys.org/

東大阪市御厨南３－１－１８

大阪河内クラブホームページアドレス

TEL

