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巻頭言  スポーツのまちづくり    中西進泰                                      

昨年のラグビーＷカップは、東大阪で4試合行われ大成功を収めまし

た。これを機に、花園ラグビー場の整備や道路や公園の整備が進んだ

だけでなく、市民のスポーツに対する関心もたいへん高まりました。Ｗ

カップの成功を受けて、東大阪市は、スポーツのまちづくりに舵を大きく

切りました。 

スポーツの魅力は多様です。これまでスポーツは自分が「する」こと

を中心に考えられてきました。ただ競技スポーツや生涯スポーツは「教

育」として考えられていて、スポーツ行政の本拠地は「教育委員会」だっ

たんです。しかしスポーツには自分でしなくても一流のプレーを見て仲

間と一緒になって応援して一体感をつくることにも役に立つし、プロス

ポーツなどが盛んになると大きな経済効果も期待できるという側面も

あります。いわば「見る」「支える」スポーツが注目されるようになりまし

た。この側面では、公平性や平等性といった教育的な効果よりももっと

違う「まちづくり」の観点が必要になります。 

しかし、なんと法律が変わり、「スポーツと文化」を教育委員会の権限

から、知事や市町村長の権限に移すことができるようになったんです。東大阪市でも今年 4 月から大きな組織

改変を行い、市長部局に「スポーツビジネス戦略課」をつくり、スポーツをビジネスとしてとらえ、モノづくりとも

連携してまちづくりに生かしていこうという部署をつくったのです！これはスゴイ！！そしてラグビーだけで

なく、サッカーのＦＣ大阪の本拠地として花園ラグビー場第二グランドを整備しますし、ウィルチェア（車椅子）ス

ポーツ広場をつくり、障がい者スポーツにも取り組みを始めました。 

いま、私が注目していることがあります。それは・・・荒本の市庁舎の東側にイオンというショッピングセンター

がありますが、来年 3 月で府との定期借地権が終了して撤退することが決まっていて、令和４年度末には更地

になります。ここにはモノレールの駅ができることが決まっていて、それを中心に跡地をどう利用するかは、東

大阪のまちづくりにとって非常に重要な課題です。私はここに商業施設とホテルを誘致すると同時に、５千人

程度収容できるアリーナができたらいいなと考えています。アリーナはプロの試合やコンサート、展示会など幅

広く活用できる体育施設ですが、これが完成すると、東大阪のスポーツのまちづくりが大きく前進することは

間違いありません。みなさんも、この推移を注目しておいてくださいネ。 

主  題  2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際 
ク ラ ブ 主 題 :今 出来ることを今やる Do what you can do now         会長・望月 強 

阪和部長主題 :  「寄り添う｡ 忘れない。」Stay with you. Never forget you 部長・中井信一 

西日本区理事主題 :  ”Let's do it now !”                    西日本区理事・古田裕和 

 〃 副題     : “2020 向け誇りをもって．All is well”            

アジア太平洋地域会長主題 ：Make a difference（変化をもたらそう）：    会長 David Lua（シンガポール） 

 〃 スローガン  : INSPIRE  （奮い立たせよう) 

国際会長主題：Trust in the river of life （命の川を信じよう) 国際会長 Jacob Kristensen（デンマーク） 

〃 スローガン   : Values, Leadership and Extension （価値観、リーダーシップ、エクステンション） 

【今月の聖句】    ヘブライ人への手紙     〈選・解説 岩坂正雄〉 

「信仰とは、望んでいることを確信し、見えない事実を確認することです。」 

 ——クラブの交わりの中で、それぞれにとってのほんとうの「信仰」を育みましょう。—— 

The Y’s Men’s  Club  Of 

OSAKA-KAWACHI 
Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 

 

C/O Osaka Higasi YMCA 

3-1-18 Mikuriya Minami 

Higasi-Osaka JAPAN 

577-0034 

http://kawachi-ys.org 

 

１１月例会プログラム 

11 月 19 日（木）18：30～19：30 

会 場 YMCA サンホーム ロビー 

司 会     大藪暢子君. 

開会点鐘    望月会長 

ワイズソング    ＣＤ演奏  

聖句朗読    丸尾初子さん 

ゲスト。ビジター紹介  司会者 

会長の時間    望月会長 

メンバースピーチ 中西進泰君 

「東大阪市に於ける  

コロナ感染症の現状と対策」 

結婚・誕生お祝い  望月会長 

ニコニコ・アワー 一筆箋記入 

YMCAの歌      ＣＤ演奏 

閉会点鐘     横田副会長 

                     

以上 

http://kawachi-ys.org/
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10 月例会報告      丸尾欽造 
日 時：2020 年 10 月 15 日（木） 18：30～19：30 

会 場：：YMCA サンホーム 6階  

出席者 メン 佐古・藤井・望月・宮原・宮本・田中・中西 

       丸尾 

    メネット 大藪・丸尾・望月・初田 

    コメット 仲川亮子・仲川陽莉 

    ゲスト 猪瀬正雄 

ビジター 今井利子（なかのしま） 

       木下康生・吉田全孝（サウス） 

       正野忠之（泉北）                       

以上 19 名。 

●ホーム会場の YMCAサンホームへ戻ってきた。しか

し、依然としてコロナ感染リスクが憂慮される状況下に

あり、入館時の体温チェック食事の禁止と利用人数制

限のもと、１時間を超えない使用条件を遵守しての開

催であった。例会として必須事項プログラムの時間を

短縮し、お招きしたゲストスピーカー猪瀬正雄氏の卓話

に支障のないよう時間配分を整えることができた。 

●猪瀬正雄氏は、今期大阪泉北クラブを退会されては

いるが、YMCAとのつながりも深く理学博士として科

学者である。今回は、絵画、切り絵など芸術家としての

立場で講話を頂く機会を得ることができた。 

「絵は 3,4 歳のころから始めた」とのご挨拶で始まる。 

親がこの道に進めさせようとする意図から習い始め、

小学生の頃には将来を嘱望されるようになる。しかし、

いつしか数学の魅力に興味を覚えられ、中学・高校で

は絵から離れられたそうです。その頃ふと描かれた絵

は小学生時代の絵と並べたら全然ダメだと言われる。

色や形がきれいではあるが、子供の頃の絵には大胆

で筆の運びにオリジナル性があると厳しい論評で振り

返られた。そのうち、切り絵に出会い、好評を得て展覧

会に出展。下絵のスケッチに出かけることの大切さか

ら、時間を贅沢に使って内外にスケッチ旅をされた。団

体ツアーではできない時間の使い方があるようで、写

真媒体と現地スケッチでは、作品に大きな影響が派生

すると言い切っておられる。スペイン、ドイツへ個人旅

行。語学の短期習得の裏技も披露されました。 

そんな彼の今夜のテーマは、「海外スケッチの旅『「パ

リの空の下』～巣ごもりで蘇る四半世紀前のスケッチ

～」。パリでのスケッチ光景を思い起こされながらスラ

イドを送る。セーヌ川、モンマルトの丘、シャンゼリゼ通

り、ノートルダム寺院、など聞きなれた地名や建物など

での絵画と共に、光をどの方向から受けるか決めて仕

上げてゆく過程など、スケッチの心得や画材のことな

どをはじめ、個々の作品に関わる様々なエピソードを

交え、解説しながら多くの作品を紹介された。画伯本

人も感慨深げに作品に語りかけているようでもあっ

た。絵葉書のお土産もいただいた。 

●前期収支決算監査報告があり前期に終止符が打た

れた。会長報告のなかでいくつかのインフォメ―ション

があり、ニコニコアワーは個々にメモ筆記で集められ

た。 

晩餐が省かれ、時ならぬ“ Time of Fast”を体験しな

がらも、深まりゆく秋の夜に絵画を愛でる小さな文化

講演会を楽しむ例会となった。猪瀬正雄さんに感謝し

つつ、コロナ社会の今、食事はできなくても共に集い、

例会を保つことができたことは喜びであった。 

団体旅行では スケッチの時間が取れないので個人旅

行になります。片言の仏語での交流や散策はコロナで行

けなくなった今とても懐かしいです。 

ご結婚記念日のお祝い ひまりちゃん大きくなったね 
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１０月例会 ニコニコ語録 起稿 望月 強 
今回は 時間に制約があり銘々 一筆箋に 書いていた

だきました。               （敬称略） 

猪瀬正雄（元泉北クラブ）： 本日は卓話する機会を与

えて頂きありがとうございます。かねてより描きため

ていた沢山のスケッチを昨年より整理し始めました。

一枚々に楽しかった思い出が甦り予期しなかった実り

多き時を過ごせていることに感謝致します。 

木下康生（大阪サウス）：今日の卓話は猪瀬さんの絵に

見とれました。サウスクラブにもお呼びしたいです。 

吉田全孝（大阪サウス）：猪瀬さんのお話しは良かった、

楽しかった。河内クラブの皆さまにお会い出来て嬉し

いです。これからも頑張ってください。 

正野忠之（泉北クラブ）： ここにお邪魔すると懐かし

さがあふれます。河内クラブに育てられて頂いたこ

とを忘れずに次々期阪和部長を務めたいと思います。 

今井利子（なかのしま）： 今年は今までにない“コロナ

流行”という珍しい社会現象に世界中で戦く人の増

加に私も振り回されています。最近やっと考え直し前

向きにプラス思考にと心がけクラブ訪問も演劇にも

コンサートにと毎日のように出掛けることにしました。

筋力の衰えを切実に感じながら・・・今日は猪瀬さんを

迎え楽しい例会でした。ありがとうございました。 

佐古： 高齢になりましたが、今後ともお支えよろしく

お願いします。 

田中： 一昨日、13日、金木犀（キンモクセイ）の香りを

感じました。今年は少し遅いかな・・・？ 

藤井： 久しぶりのサンホームでの例会、ゆっくりでき

おちつきます。 

丸尾： 猪瀬画伯の画像解説は、言葉で絵を描かれ

ているような美しい流れであった。秋にふさわしい例

会となったのは喜びである。時間長短は例会のよし

あしとは関係のないものであると言い切れる。 

丸尾メネット： 今日は以前の例会と何ら変わらない例

会となったように思います。元気なみなさんのお顔

を見ての楽しい例会でした。猪瀬様のスライドを見な

がら素敵な絵を見せて頂き久し振りにホッとしたおも

いになりました。おみやげにハガキ絵を頂き有難うご

ざいました。 

初田メネット： 先日、息子の名をかたり電話がありま

した。咳をして風邪をひいてんねんと電話の主、私が

「詐欺の人の手やね」と言うと直ぐに切れました。気

をつけねばと思います。この話を子供に報告すると、

まだまだお母さんは大丈夫やねと安心していました。 

中西： 猪瀬正雄氏は切り絵作家で、すごい人に講話

していただきました。来月、私がさせていただきます

が、中身がないのに、どんな話をさせていただこう

か・・・・？ 

望月メネット： 猪瀬様、今日は有難うございました。パ

リのノートルダム寺院のスケッチを楽しみました。亡き

初田メンは猪瀬様から教えて頂いた切り絵を制作し

その絵を頂き、今も我が家に飾っています。 

望月： YMCAサンホームで例会が出来たのは嬉しかっ

た。コロナ感染で会場が使用できない不自由さを知

り、河内クラブがホーム会場がある素晴らしさを実感

しました。 

宮本： 猪瀬様 本日は沢山にスケッチ画を見せて

頂き、ありがとうございました。 

スケッチされた物に、色が入ると素晴らしくなります

ね。もとのスケッチに入れる色や画材の違いで、また

違った絵になるのはびっくりしましたし、面白いもの

ですね。 

スケッチ画の素晴らしさを見せて頂き、楽しい例会に

なりました。 

横田：  今は家庭内の動きは少しずつ体が回復して

まいりましたが、新型コロナによる外出禁止で身体の

老化が進んで、次期会長が務まるか不安となってい

ます。故にシンプルクラブ運営となることを今からお

許しお願い申し上げます。 

今月のニコニコ献金は￥8550－でした。 

 

猪瀬さんのポストカード 

（ノートルダム大聖堂） 

みんなに下さいました。 

多謝 

（下）7 月報で書いた 

ヤマボウシの 実、ジャム 

にして食べられます。 
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第４６期 第 5回役員会報告 書記 大藪暢子 

日 時 10月 22日（木） 14：00～15：00 

場 所 サンホーム 1階ロビー 

出席者 望月・丸尾・宮原・宮本・中西・大藪 

審議事項  

1. 11月例会  

日 時 １１月１９日（木） 18：30～19：３０ 

会 場 YMCA サンホーム ロビー 
来館者はサンホームのエレベーターを使えないと言う 

決まりになっていて 種々の教室棟も ロビーもしくは 

外部で行っており、面会者もロビーで面会している。 

Y’s もそれにならい 例会をロビーで行う事とする。 

プログラム メンバースピーチ 

中西進泰君 

テーマ “東大阪市に於けるコロナ感染症の 

              現状と対策” 

  役割分担  

  司会 大藪暢子君 聖句朗読 丸尾初子さん 

  食事担当 会食不可 受付 藤井会計 

  ニコニコ担当 当日指名 

2. １２月ブリテン原稿 

  巻頭言 箕浦史郎君 例会報告 宮本桂子君 

役員会報告 宮本書記 Y ニュース 切通さん 

3. クラブ設立 45 周年記念事業 

    今期中にできなくても記念行事は行いたい 

4. クリスマス例会 

   会場・参加者（招待者）について会長と担当者で 

検討する 

報告事項  

1. コロナ対策支援金  

評議会において、区より 1万円、受領 

2. 阪和部新年合同例会は 中止 

3. 大阪サウスクラブ６５周年記念例会 

 大阪南 YMCA  11月 10日（火）18：30～   

4. 瀬戸山陰部会 10/3（土）10：00～11：40 

    望月会長 リモート参加  

5. YMCA卓上カレンダー ＠50 円 配布 

6. 第 32 回阪和部会（ハイブリット形式） 

2021年 2 月開催予定 

7. 部会において仙台 YMCA 復興支援として 

各クラブに１万円献金 要請する。 

 

                  以上 

にこにこ起稿 望月君 サンホーム NEWS 宮原君 

原稿締 11月２７日（金） 必着 

 第 32期阪和部第 2回評議会報告 望月強 

2020年 10月 17日（土） 大阪南 YMCAライブラリー 

出席者 28名 河内クラブ（丸尾・横田・望月） 

会長報告、会場が自由に使用することが出来ず、工夫をしながら例会を開いている現状を報告した。 

EMC主査報告で集計表の記入方法が当初より変更があり新たな表が示された。 

丸尾メネット主査からは各クラブメネット例会訪問の報告がなされた。 

議案 第 1号議案 第 1回評議会議事録の承認 承認されました 

   第 2号議案 前期決算報告 監査報告 共に承認されました 

   第 3号議案 阪和部新年合同例会について 

     新型コロナウイルス感染の状況を踏まえて中止と決定 

   第４号議案 第 32回阪和部会（ハイブリット形式）ついて    

     本年 9月予定が、2021年 2月に開催予定（奈良・和歌山・大阪・仙台） 

   第 5号議案 仙台 YMCAの復興プログラム支援への献金 

     部会時に７万円（各クラブより 1万円）進呈 

   第 6号議案 阪和部ホームページの再開設の予算承認について 

     ＦＭＳネットワーク（福田）299,200円見積、承認 

協議 第 1号協議案 将来構想委員と広報委員の統合について   反対意見在り審議未了 

   第 2号協議案 理事排出に向けて、理事支援金積み立ての検討と排出クラブについて検討する 

 

  白井ワイズの要望書 例会や役員会での Zoom等の参加をメーキャップと認めるか 

メーキャップとして認めることが出来る            飯沼監事より講評 閉会 
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YMCA ウエルネスニュース 

   ウエルネス事業部 野外キャンプ事業 

                  切通菜摘 

少しずつ秋の深まりを感じられるようになってきま

した。ウエルネスでも冬の特別プログラムに向けて準

備が進んでいます。 

10 月 27日（火）より募集が始まり、コロナ禍ではあ

りますがスキーキャンプやデイキャンプなど例年と同

様に申込が入ってきております。 

このような状況だからこそ、YMCAのプログラムを

楽しみに待って下さっている方が多いようです。 

先日は、後期の活動に向けて野外事業に携わるリーダ

ー49名が集まりリーダートレーニングを実施いたしま

した。多くのリーダーが集まり学びのときを共にしまし

た。リーダーが共に集まりトレーニングをする機会は今

年度初めてだったので、喜びの声が多くあがっていま

した。繋がりの大切さを改めて感じられるときとなりま

した。 

東大阪地域リーダー会では、子ども広場のお友だちと

何か繋がるきっかけをつくろうとリーダーたちが動い

ています。こちらも追ってご報告させていただきます。 

サンホームニュース 
特別養護老人ホームサンホーム  

               宮原 学 

 YMCAサンホームでは、入居者様を対象に 10月 19

日に喫茶はーもにーを人数、時間など感染症対策を十

分に行った上で数か月ぶりに再開をしました。コーヒー

やココアなど好みの飲み物をゆっくりと味わい、表情

をみると楽しまれているように思いました。 

 一方で東大阪市の医療機関や高齢者施設でもクラ

スターは発生し、対応についてご苦慮されている施設

の方と話をする機会をいただきました。入居されてい

る方々職員およびそのご家族の不安を思います。ま

た、まだまだ東大阪市の高齢者施設ではご家族と面

会をすること、外出することができず、施設内で生活

をされている方々にとっては、息苦しい日々が続いて

います。 

 ほんの少しでも笑いあえる時間、楽しみあえる場

所、相手に寄り添うことができる環境をＹＭＣＡにかか

わる皆様と創ってまいりたいと感じています。 

リーダー会ニュース    たまリーダー 

こんにちは。今月のブリテンを書か

せていただきます、２年目の西野

(たまリーダー)です。今回は私が 9

月中旬から参加しているサッカーク

ラスの活動ついてお話し致します。

活動の中で学んだ事、今後の目標

をお話し致します。 

 まず、私がサッカークラスに入りたいと考えたきっか

けは、子ども広場のお友だちとサッカーを一緒に楽し

みたいと考えたためです。子ども広場ではサッカーで

遊ぶ機会が多く、お友だにに教えられるくらい上達し

たいという思いから、サッカークラスに入りました。 

 サッカークラスでは、主に試合練習・基礎練習を行い

ます。活動の中で私が最も驚いたことは、「声かけ」の

多さです。自分がミスをした時にお友だちが「ドンマ

イ」と声をかけてくれたり、活躍した時に「ナイス！」と

声をかけてくれたり、その声かけの多さに驚くと同時

に暖かい気持ちになりました。クラスのスタッフにお話

を伺うと、ただサッカーをするのだけでなく、みんな

で楽しむことを何より大切にしている事を知りました。

私は、その教育方針に強く共感しました。自分も同じよ

うに、お友だちに声をかけて、気持ちに共感してあげ

る事を大切にしています。 

このようなスタッフやお友だちと活動する中で新たな

活動目標ができました。サッカーを始めた頃は、自分

がサッカーを上達する事が目標でしたが、それに加え

てクラスのお友だちがサッカーを楽しめるよう・友達を

大切にできるよう・上達できるようサポートをしたいと

考えています。そして、子ども広場が再開すれば、子ど

も広場のお友だちとも一緒にサッカーを楽しみたいで

す。 

最後になりましたが、卒業まで残りの YMCAでの活動

に一生懸命取り組み、全力で楽しみたいです 
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西日本区強調月間 11月 Public Relations Wellness 

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高めましょう。  

                   大槻信二 広報・情報委員長（京都センチュリークラブ） 

 

4 枚の写真から 何を思う？ 

10 月中に 2度の満月がありました。 

ブルームーンと呼ぶそうです。奇跡とか 

極めて稀なこと と言う意味合いで 

使われる 言葉だそうです。 

 

この写真はすべて石切の 近辺で撮ったも

のです。 満月 甲羅干しをする亀 群雀 

孤高のトビ ‥‥‥‥‥   

 

 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 にこにこ献金 

内 功労会員数 １名 メネット・コメット出席数 6 名 10 月分 8550 円 

特別メネット 2 名 功労会員・広義会員出席数 １名 今期累計 36350 円 

10 月例会出席者数（会員） 8 名 10 月例会出席者総数 19名 充足率   190％ 

メイクアップ 1 名 10 月役員会出席者数 6 名  

10 月の出席率 90％ 10 月会員延べ出席者数 13名  

HAPPY BIRTH DAY   11 月 

該当者は おられません  

WEDDING ANNIVERSARY 

    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   

1111 月月予予定定  

    ５５日日  ブブリリテテンン発発送送～～  

1199 日日  例例会会  ササンンホホーームム  66 階階 
2266 日日  役役員員会会  ササンンホホーームム  ロロビビーー  

                

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日  ココロロナナ禍禍でで  中中断断  

編集後記 今月（１０月）も 変則的であっても 通常の会場で 例会を持てたことを良としたい。 

今号（11月報）に記載通り11月例会もサンホームで開かれます。但し6階ではなく１階ロビーで・・・ 

 コロナ対策にご苦労されている会長以下 役員諸氏に敬意と感謝申し上げます。ここに来て第３波

とも思える感染者の増加は 何かをしようとする意識・意欲を持続する意思を 萎えさせる。これを防

ぐためにも 温かく親密な空気感に 満ちた 集いの継続は欠かせないと思う。飲食禁止、歌はダメ、

ソーシャルディスタンスの確保、これらの縛りの中で 出来ることって 何があるのだろう？ 
私は 今 袋小路に 入ってしまって居る （編集子） 

第４６期 ク 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 東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 

    大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/ 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

