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〈選・解説 岩坂正雄〉

希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、たゆまず祈りなさい。
—— いっしょに祈りあえる河内クラブにしましょう！——

巻頭言
——

宮本桂子
7 月 16 日、河内クラブでは 5 ヶ月ぶりに例会を開催

することが出来ました。もちろん３蜜を避けるため

8 月例会プログラム

の色々な条件を満たさなければいけませんでした

8 月 20 日（木）18：30～19：30

が、それでも、顔を合わせて会話ができるというこ

会

場

との素晴らしさを痛感させられたひとときでした。

司

会

（株）望月＆ライン参加
丸尾欽造君

新型コロナウイルスの蔓延は、今まで当たり前の様にしてきたことが、 開会点鐘

望月会長
CD 演奏

当たり前でなくなり、当たり前の事が出来ることがいかに素晴らしい

ワイズソング

か、ということを我々に知らしめたと強く感じています。

聖句朗読

ワイズ活動においても、当たり前にやって来た事が、方向を変えざる

ゲスト・ヴィジター紹介

を得なくなっています。更に河内クラブは、なかなか高齢化に歯止

会長の時間

めがかかりません。7 月の例会で、「この中で一番若いメンは？」とい

食事は無し・インフォメーション

う問いがどこからか出ました。その時に「ハッ」と気づき驚いた事が

卓話

ライン参加者を指名
司会者

望月会長

宮原担当主事・施設長

あります。実は、河内のメンバーの中では、その日一番若いのは担当

“ワイズ・サンホーム・YMCA”

主事を除いて私だったからです。その私があと半年後には世間で言

結婚・誕生祝

う高齢者、介護保険の対象者になります。

ニコニコアワー

新型コロナウイルスの影響だけでなく、色々な理由で、出来ることを

YMCA の歌

出来るようにやらなければいけなくなって来ているように思いま

閉会点鐘

す。
今こそ、ワイズメンの英知が試させられる時ではないでしょうか？

望月会長
司会者が進行
CD 演奏
横田副会長

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 8 月報
7 月例会報告

大藪暢子

日 時 2020 年 7 月 16 日（木） 18：30～19：30
場 所 サンホーム 6 階
出席者
メン 望月・田中・丸尾・佐古・宮本・藤井・宮原
メネット 望月・丸尾・大藪
ゲスト・ヴィジター

続いて中井部長の司式で役員交代式です。

中井信一 阪和部部長（奈良クラブ）
濱田 勉 阪和部副書記・事務局長（奈良クラブ）

密にならないようにとの司

遠藤通寛 ワイズ将来構想特別委員長（泉北クラブ）

会者の要請で丸尾直前会

正野忠行 阪和部広報委員長（泉北クラブ）

長と望月新会長のみが前に

石川慶子 サンホーム副施設長

立ち部長が式文を読み上

以上 15 名

げ 望月 Y’s の力強い宣誓
時間と人数に制限のある中、田中 Y's の司会で久しぶり

で無事終了しました。

に例会が始まりました。
まず、YMCA の 4 月人事で当クラブの
担当主事になられた宮原施設長をワイ
ズメンとして迎えるセレモニーを丸尾
直前会長が（役員交代式の前に）司式
し、自覚を持った会員としてランチョン
引継ぎの握手も出来ず、エアースクラムで締めくくると
いう何ともはや・・・新しい日常にふさわしいスタイルを
たれか創造してください。

バッジと西日本区定款のファイルが贈られました。
丸尾 Y’s に促され 挨拶代わりに施設利用とコロナ感染
症の兼ね合いを述べられた。続いて（所要の関係でと断っ

新会長 所信表明

たうえで）石川副施設長がコロナの影響を受ける青少年

①まずは丸尾直前会長のご苦労をねぎ
らい、感謝します。
②何か新しいことを始めよう。
③サンホームとの距離を縮めたい。
チャリティラン等の準備段階から連絡を
密に取りたい。

支援緊急募金“ポジティブネット募金”をアピールされまし
た。
恒例の Y’s ソングも CD 演奏のみと言う新しい日常になか
なか馴染めない（つい 声が…）ままにプログラムは進
行し、中井阪和部長のメッセージを頂きました。

続いて 会長の時間

主題を 寄り添う。忘れない。 とし、活動
方針は
①例会の充実
②3 つの YMCA との協働
③自然災害・震災への支援を忘れないで
④ユースの支援
⑤広報活動の充実を中心に展開する。と述
べられました。
（詳細は後日会長あてに文書で伝達されます。）

連絡事項

22 日（水）の役員会はサンホームが使えないので
リモートになるかも・・・
8 月納涼例会は通常例会に変更する。 以上
例会後、ロイヤルホストで食事会をしました。
出席者：中井部長・浜田メン・遠藤メン・正野メン
河内クラブ：藤井メン・大藪メネット・望月メン・メネット
例会は食事なしでしたので、中井部長と随行者の歓迎
を兼ねて食事会を致しました。河内クラブからは大阪府
においてコロナ感染者数が激増したので４名に絞られ
ました。 お店はしっかりとコロナ対策を取っておられ、
奥まったテーブルにゆったりと座り食事をとることが出
来ました。大声でお喋りが出来ませんが、互いに有意義
な時間が持てました。
報告：望月会長

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 8 月報
7 月例会

ニコニコ語録

ました。今期もメンを支え力になれるように頑張って

起稿 望月 強
（敬称略）

まいります。

望月：中西メンが昨日、枚岡のソフトクラブ会合で濃厚

藤井：コロナの為に家に閉じこもってい

接触者になり明日、PCR 検査を受けるようになってい

ましたが、隣家のガレージにツバメが巣

ます。コロナ感染が直ぐ傍まできています。今年、何が

作りして子育てを孫と観察しました。無

起こるか分かりませんが、連絡を密にとり、絆を深めて

事にツバメの巣立ちを見届けました。来

まいります。（注

年もツバメの来ることを願っています。

7/19 に中西君から

陰性でしたと

連絡がありました。良かった。）

宮本： 私の父は 98 歳で先日他界しました。ご丁寧に

中井阪和部長（奈良クラブ）：お招き有難う、健康で一年

電報とお香典をクラブから頂きました。有難うござい

間過ごしていきます。皆さん宜しくお願いします。

ました。父は百歳を目指していましたが、残念でした。

浜田副書記 （奈良クラブ） ：部長訪問と

サンホームからケアマネージャーに来ていただきまし

なれば奈良クラブから

た。

ど、どっと来

２４時間体制の有料老人ホームに入りましたが４

るつもりでしたが、コロナの影響も

月１日に病院に搬送されましたコロナの関係で病院に

あり、私が奈良クラブの代表として選

面会できません、父は自分が何処にいるのかも分から

ばれて参りました。

なかったと思います。それが心残りでした。父は十分

遠藤阪和部将来構想委員長（泉北）：

有意義に人生を全うしました。クラブの皆さん有難う

30 代 40 代の若手ワイズメンを集め

ございました。

て、ワイズ談義をおこない将来は理

丸尾：今期は阪和部のメネット主任を中井部長から仰

事に育てたい、各クラブとも１～２名し

せつかりました。頑張ります。西日本区から表彰が郵便

か居りません。河内クラブからも参加

で届きました。YMCA サービス・ユース献金達成賞とＹ‘ｓ

をお願いします？

エクステンション献金達成賞を頂きました。

郵便ポスト型の貯金箱に 500 円玉を貯めていました、

宮原主事：大阪 YMCA チャリティランとユースリーダー

その貯金箱を今日、開けると 500 円玉が 5 キロも入

の安全支援金のご協力をお願いします。

っていました。献金は其のお裾分けです。

田中：長いお休みの間喋ることもなく

滑舌が悪くな

正野広報委員長（泉北）：部長の訪問に

りました。特に カ行とサ行で困ったことになっていま

全部随行したのは私だけと自慢して

す？？？

います。阪和部の広報委員長が担当

業）が詰まってます。

です。ホームページ等外向きの広報

カ行（家業）が上手くいけなくってサ行（作
ワカルカナァーーー

望月メネット：

コロナ感染と孫の病気

に力を入れます。私は広報部長だけに中井部長を（広

の事が重なり涙の出る思いでした。

報）後方から援護射撃を致します。

大藪メネット：今期は書記にあたりまし

佐古：クラブには岩坂さん、伊藤さん

た、一年間頑張っていきます。会社では

そして私 3 人が 88 歳の同年配です。

コロナウイルスの関

家内がサンホームにお世話になって

係で 1 ヶ月休まされました。消毒薬

いる間はワイズを続けます。足腰が弱

やマスク調達の為に大変苦労して

ってきておりますが、ワイズの皆さん

いました。もし、会長が存命であれ

の足でまといにならないに致しますので宜しくお願い

ばもっと大騒ぎしていたことでしょ

します。

う。今年もよろしくお願いします。

丸尾メネット：

100 日余ぶりですか、みなさにお会い

出来て嬉しいです。メネット会長を望月さんに引き継ぎ

今日のにこにこ献金は ￥16,500－でした。 感謝。
―3―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 8 月報
第４６期 第２回役員会報告 書記：宮本桂子
日 時 7 月 22 日（木） 14：00～16：00

７月１２日

場 所 サンホーム 1 階ロビー

通天閣が黄色になりま
した。
感染第２波を警戒し
慎重に行動しましょう
クラブの諸行事にも
影響が出てきます。

出席者

望月・丸尾・宮本・藤井・田中・宮原
大藪メネット・丸尾メネット

審議事項
1. 例会
8 月例会

コロナ感染者増加の現状を鑑み納涼例会

三密は避け、連絡は密
に しましょうね。

開催は無理だと判断する。（横田担当）
通常例会とするにあたり、会場は
① サンホーム 6 階の使用は現状 許可されない。
②

東大阪市文化創造館は満室で予約出来ない。

③

（株）望月の会議室は 可能

審議の結果メイン会場を ③

ほっとニュース
大阪サウスクラブの木下康生 Y’s

駐車 可

から下の写真のマスクが届きました。

とし

皆様にも送られてきたと思います。

会場へのアクセスが困難な方はライン参加とする。

木下さんには昨年10月例会で「出

日時 8 月 20 日（木） 6：30～7：30
納涼例会に代わり

会いが人生を作る、ご縁の力」という

クラブ内卓話とし宮原主事に

ワイズ・サンホーム・YMCA をテーマに話していただく。

ラグビーワールドカップでジャパン

プログラム ブリテン 1 頁に掲載

がベスト8に進出した直後で 全てが

役割分担
司会 丸尾欽造君

聖句朗読

リモートの方を指名

せていただきました。

9 月ブリテン原稿
巻頭言 丸尾君 例会報告 丸尾君 役員会報告 大藪書記
サンホームニュース 宮原君 Y ニュース 切通さん
にこにこ起稿 望月君

原稿締 ８月２８日 必着

スタッフ・リーダー・ワイズメン 準備段階から協働したい
場所花博記念公園 鶴見緑地

抽選券 購入に協力 ３枚１０００円
編集部 注 7/22PM8:00 中止決定の連絡が有りました。
3. ユースリーダー支援金は例年通り各人でたいおうする。
新型コロナ感染予防のため中止する。

５． 西日本区の新型コロナ対策アンケート調査への回答は会長一任。
6. 障がい者作品展は新型コロナ感染の先が見通せないので中止する。
報告事項 ① 中井部長より部長主題パワーポイント とどく。
② 西日本区より

社員の皆様のボランティア活動とし
て手作りされたそうですが、CSR(企
業の社会的責任)として ご立派だと満
腔の敬意を表します。そして ありが

2. 大阪 YMCA チャリティーランについて

4. ジャガイモ（物産販売）は

遠い昔のように思えるこのごろですが
久しぶりにほっと心安らぐ思いを持た

ニコニコスピーチ 司会者の指名順 献金は無し

開催日 ９月２６日

テーマで卓話をして頂いております。

EMC 集計表と年会費請求書 とどく

③ ７月１０日 南 YMCA での東リーダー会に出席
④ ポジティブネット募金 2020・7/1～2021・3/31 スタート
―４―

とうございました。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２０年 8 月報
リーダー会ニュース

サンホームニュース

西野珠紀

こんにちは。今月のブリテンを書かせ

特別養護老人ホームサンホーム

ていただきます、東地域リーダー２年

宮原 学

目のたまです。

YMCA サンホームでは、6 月下旬より 6 階ホールを使

今回は最近のリーダー活動の中で

用した介護予防教室等を約 4 ヵ月ぶりに再開をいたし

「心温まる出来事」と「リーダーから

ました。また先日は、さまざまな規制の中、皆さまのご

学んだ事」をお話致します。

協力を得て、例会を実施することができ、感謝してお

以前、緊急事態宣言が発表された際、リーダーから子

ります。ありがとうございます。

ども広場のお友だちへ手紙を送りました。先日、その

しかしながら、その後、連日の新型コロナウイルス新

手紙の返事がご家族様から届きました。私は嬉しさの

規感染者の増加により、再度、介護予防教室等の休

あまり、手紙が届いた当日に手紙を受け取りに行きま

止、地域の方の入館の制限を判断せざるを得なくな

した。手紙を拝読し、元気そうな様子に安心しました。

り、本当に残念な思いでいっぱいです。

また、子どもたちの素直な気持ちと保護者の方からの

今後、YMCA サンホームは、「大阪モデル」を基準に

感謝のお言葉に心が温まりました。

開閉館の判断をしてまいります。警戒・非常事態解除

次に、私は活動の中で「意見を受け止める重要性」を

の基準である信号の色の“緑”が一定期間続くことで、

強く感じています。東地域のリーダーは、リーダー会で

再開の準備に取り掛かります。

発言した内容を次回のリーダー会のテーマの一つと

44 回目の「YMCA 安全の日」を迎え、私たち YMCA

して取り入れてくれます。そのため、意見を述べやす

の職員は、緩むことなく、新型コロナウイルス感染予防

く、子どもと共に成長するためのアイデアを生み出す

を含め、再開できた時の喜びをもう一度、味わうため

ことができます。

に、安全と向き合ってまいります。

このような仲間の存在に感謝しながら、今後の活動に
前向きに取り組みたいと考えます。

YMCA ウエルネスニュース
た の し い
な つ や す み に
な れ ば い い ね

ウエルネス事業部 野外キャンプ事業
切通菜摘
いつもありがとうございます。
いよいよ、夏休みシーズンを迎えようとしています。
今年の夏は、宿泊のキャンプは実施せず、デイキャン
プやスポーツなどの集中クラスを中心に活動を実施
いたします。コロナ禍ではありますが、「YMCA のキャン
プを待っていました！」「◯歳の夏は今年しかないの
で、キャンプに参加させてあげたいです！」という保
護者の声をいただいています。この状況の中である
からこそ、私たちの活動の意義を改めて確認させてい
ただくきっかけにもなりました。
この夏もリーダーや参加者と共に良いプログラムを
つくっていきたいと思います。
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Y’s Men’s Club of Osaka Kawachi Region Japan West August 2020
HAPPY

BIRTH

DAY

8 月予定

8月

6 日 ブリテン発送～
２０日 例会 （株）望月＆ライン参加
２７日 役員会 場所 未定

4 日 中西伸子さん
5 日 藤井 中君・宮本善之君
２７日 箕浦史郎君

WEDDING

ANNIVERSARY

こども広場は毎週水曜日 コロナ禍で 中断

該当者なし

西日本区強調月間

8 月 Youth Activities

若者が大きく成長する夏。ユースの活動をバックアップして忘れられない夏を作ろう。
益国

隆人

Y・サユース事業主任（広島クラブ）
6 月中頃 末弟と二人で丹波
篠山市の北部 四斗谷にあ
る野池へカワセミの写真を撮
りに出かけました。
回りには民家もなく、奥まった
池だから人は誰も来ません。
10 時半から 17 時までひたす
ら座り続け ようやく撮れた
一枚です。ご笑覧ください。
（田中）

編集後記

例会が有ると 記事が増えて 嬉しいです。と言いつつ 他の行事が無いから A4―1 枚（2
頁）分の記事が 無い。行間を縮めず、改行を増やし 見かけ上の増量で（読みやすくは なったけれど）
読み応えのあるものを と言う編集方針には ほど遠い。そこで、前号の当欄の文（前言）を撤回し 独り
よがりの偏った記事を書くことで 会員諸氏の気持ちをざわつかせようと思う。
6 月初旬にくだんのマスクが我が家にも届いた。使うのも もったいなく 額に入れて飾
っている。この施策の評価は わかれるが そこには触れないでおく。
近頃思うこと。このマスクは 10 回以上洗濯して使えますとの触れ込みであったと記憶
するが 今も使い続ける安倍総理にお尋ねしたい。何度洗濯されたのでしょうか？ いつ
もお姿を見て思うのです。サイズが合っていないし、おつきの人以外どなたもお使いにな
っていない。言い出した本人の意地は十分通されたと思うし もう洗濯にも耐えないとして もう少しファ
ッション性のあるものに代えられては如何でしょう？ 忠言なさる方は居ないのでしょうか？
記者会見が無い。閉会中審査にも出られない。国民に向かって語られない。等々 注目される今こそイメ
ージチェンジして さっそうと 思いを語られることを 期待します。
サビ抜きの寿司みたいなピリッとしたところの無いものを書いてしまった。
（編集子）
会員数（連絡主事を含む）

10 名

ゲスト・ヴィジター出席数

5名

１名

メネット・コメット出席数

3名

7 月分

2名

功労会員・広義会員出席数

１名

今期累計

７月例会出席者数（会員）

7名

７月例会出席者総数

15 名

メイクアップ

1名

７月役員会出席者数

8名

７月の出席率

70％

内 功労会員数
特別メネット

7 月会員延べ出席者数

第４６期

ク ラ ブ 役

にこにこ献金

充足率

16500 円
16500 円
160％

名

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
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http://kawachi-ys.org/
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