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阪和部長主題

:今 出来ることを今やる

:

西日本区理事主題
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」Stay

”Let's do
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Do what you can do now
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you.

Never

it now !”

スローガン
スローガン

: INSPIRE

【今月の聖句】

:

forget you

強

部長・中井信一

“2020 向け誇りをもって．All is well”
会長 David Lua（シンガポール）

（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)
〃

会長・望月

西日本区理事・古田裕和

アジア太平洋地域会長主題 ：Make a difference（変化をもたらそう）
：
〃

2 月 4 日発行

2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際

題

ク ラ ブ 主 題

〃

Vol. 544

国際会長

Jacob Kristensen（デンマーク）

Values, Leadership and Extension （価値観、リーダーシップ、エクステンション）

ローマの信徒への手紙 5 章 3 節、4 節

〈選・解説 岩坂正雄〉

「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。」
――苦労や悲嘆で練られた心に、春の芽吹きのような、
小さくとも確かな希望の光が差し込んできます。――

巻頭言

ライフスタイルの変化

横田憲子

日本の畳生活も少なくなってきた今日、畳が普段の生活に取り入

2 月例会プログラム

2 月 18 日（木）18：00～19：00
会 場 各個人設定
第
1部
の住まい』によると、イグサが登場する歴史は古代の貴族において
司 会
宮本桂子君.
座具や寝具として用いられる平安時代の寝殿造りの居住生活にな
開会点鐘
望月会長
ワイズソング
ＣＤ演奏
ってからという。畳が一般庶民の生活に敷かれたのは江戸の中期以
聖句朗読
田中加代子さん
降といわれているように、格式の高い存在だったようである。そし
会長の時間
望月会長
て畳の上で生まれたのが茶道・華道・柔道等、正座の日本文化であ
インフォメーション
結婚・誕生お祝い望月会長
る。着物での背筋をぴんと伸ばした静止的美を表している正座が修
YMCA の歌
ＣＤ演奏
行のスタートであった。私たちにとって正座は「躾」で育てられ、
閉会点鐘
横田副会長
長く姿勢を保つ姿勢であることを認識させられていた。
第2部
ニコニコ・アワー コメント
昭和 40 年頃からアパートが建てられるようになり、ある教師が
ライン井戸端会議＊雑談タイム

れられたのはそんなに古くはない。民俗学者の宮本常一著『日本人

「アパートの間取りを見て気づくことないか。必ず一室 畳の部屋

以上
があるやろ」と自分の気づきを自慢げに言われたことを覚えている。日本人と畳とは強い安心感でつなが
っているようである。
でも正座から椅子生活へと変わった今、コロナ自粛生活での自宅待機は椅子やベットがとても便利に暮
らせる。ただ、コロナ自粛で悪いことは孫の発表会に行けない現状で、アイパット鑑賞となり、度重なる
リピートで、日本の子供たちのバレーの足の美しさに感心した。細く真っすぐな足でロシアバレーと比較
するにはおこがましいが、お稽古事レベルで世界に通じる足は 正座をしなくても怒られない生活による
うれしい変化と思った。

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２１年 2 月報
1 月例会報告

宮本桂子

日 時：2021 年１月 21 日（木） 18：00～19：00
会 場：ラインによる例会
出席者 メン 望月・丸尾・田中・横田・宮本・宮原
メネット 大藪・丸尾・望月
ビジター 中井阪和部長
山口実紀（東 YMCA リーダー）
切通菜摘（YMCA ウェルネス）
以上 12 名
● ホームの YMCA サンホームにてコロナ感染リス
クが憂慮され、会場の使用が出来ないためライン例会
で行った
● 例会は、定刻に大藪書紀の司会で始まった。ワイ
ズソングは CD に合わせて各自の場所で歌った。その
後、丸尾メネットによる聖句朗読、ゲストビジターの
紹介と続いた
● 中井阪和部長よりお話があり、主題の「寄り添う
忘れない」のため次の 3 つを大切にしたいと話され
た。
① こんな環境でだが、心で寄り添っていきたい 阪
和部会はハイブリッド（ズーム）で是非入っていただ
きたい
② 仙台 YMCA 村井総主事の話を聞いて共有したい
③ コロナ禍がなかったら、ズームやラインなどにチ
ャレンジ出来なかったと前向きに捉えている。ただ、
例年のようにメネットは集まれないので、申し訳ない
と思っている
● みにーリーダー（山口実
紀）は リーダー活動への支
援に対する感謝とともに会う
ことが出来たことへの喜びを
述べられた
● 切通（ウェルネス）より
東大阪リーダーも子供広場が出来ていない、子供達と
のつながりを持ち続けたいと考えている事を話され
た。今後、子供広場の子供達とデイキャンプが出来た
らいいなと考えているのでその協力をお願いされた。
● 会長の時間では、国際の委員はインターネットで
投票した、YMCA からマスクとケースを購入した件
の報告があった。
● 結婚、誕生祝が披露された。プレゼントは後日。
● 丸尾メンより次期役員について提案がされた。
また、YMCA100 周年で箕浦メンと切通さんが司会
をされていたことの報告があった。
● 横田副会長による閉会点鐘で定刻通りに閉会した

1 月例会

ニコニコ語録

起稿 望月 強
（敬称略）
望月：手探り状態で開いた、ＬＩＮＥを使ってのオンライン
例会、皆さん参加頂き有難うございました。
望月（メネット）： 今期は丸尾メンが阪和部メネット主査を
されています。協力するためにも、3 月に河内メネット
例会が開催出来る事を祈るばかりです。
山口美紀（東 Y リーダー）：ワイズのお話を聞けて良かっ
たです。又よろしく。
（これからもよろしくね！）

宮本：このライン会議は病弱の私にとっては出席し易
いです。ベットの上でトークしています。隣の部屋では
主人が夕食の用意をしてくれています。ペットの犬も
見守ってくれています。
来期は河内クラブ副会長をさせていただきます
田中：部屋にこもっています。 サウスの木下さんから
頂いたマスク（鬼滅の刃柄です）を見てもらおうと思って
つけてます。（見えてるかなぁ）
丸尾：ラインにはパソコンで出ています。画面が白黒の
ままでカラーになりません。白髪が強調されていま
す、昨年末からコロナ感染が怖く調髪していません。
（白髪が素敵です。影の声）

東映映画会社から子供向けのお楽しみ袋、を寄贈され
ました。ノート・お面。水鉄砲等がセットされたものです。
今年も頑張っていこうと、7～8 千ほど歩いています。
健康には気を使っています。ＹＭＣＡサンホームにクリ
スマスプレゼントに蜜柑を贈ろうとしましたがこのコロ
ナ騒ぎでミカン狩りが出来ませんでした。
丸尾（メネット）：ビデオ通話で皆さんのお顔が観られて
嬉しく思います。子供広場の事を切通さん・リーダさん
からお聞き出来ました。子供広場の再開を楽しみにし
ています。
切通菜摘：オンラインを使っての例会を開き活動されて
いる、素晴らしいことです。リーダーもオンラインミー
ティングを今夜行います。今後ともリーダー会を見守
ってください。
横田：お正月はお宮さん参りいたしましたが、大きな宮
さまより小さなお宮さんの方が人出が多かったように
思いました。
大藪（メネット）：1 月 8 日に 75 歳になりました。大阪サウ
ス木下会長からマスクにお手紙を添えて頂きました、
大変感謝です。本日は初めてライン例会です。その司
会をアナログ人間の私が致しました。拙い司会でした
が無事終了しました。
初田（メネット）：（電話で）私も元気にしています。皆さん
に宜しく
ＹＭＣＡ東リーダー会に参加

望月強

河内クラブＬＩＮＥ例会終了後、リーダー会が行う
リモート（Ｍｅｅｔ）会議に出席しました。
河内クラブはリーダー会の応援の一つとして子供
広場に関わっています。この活動もコロナの影響で休
止状態ですが、デイキャンプの計画が持ち上げってい
て その活動の応援を相談されています。
河内クラブとしては前向きに検討します旨申し上げ
ています。
流石に若いリーダー達です、リモート会議を上手に
使用していました。つくづく歳を感じさせられました。

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２１年 ２月報
第４６期 第 9 回役員会報告

する。
５.東映（株）より寄贈の「キャラクターグッズ」
（玩具・食器・ノートなど）500 セットの取扱いについて
・担当 丸尾欽造とする。
６．大阪 YMCA ウエルネス事業部が展開する「八尾・東大
阪地域健康スポーツクラス」 への支援について
・全面的に応援する。 2 月例会で YMCA 担当者から
詳細について説明を予定。

丸尾欽造

日
場

時 1 月 28 日（木） 18：00～19：00
所 リモート会議（ライン）
出席者 望月・横田・宮本・丸尾・宮原

【審議事項】
1. 2 月例会

【報告事項】

日 時 2 月 18 日（木） 18：00～１９：0０
会 場 リモート例会 （ライン）

1.第 32 回阪和部会（ハイブリット形式）2021 年 2 月 20
日（土）14：00～15：30 開催。河内は、各個に ZOOM にて
参加をお願いいたします。参加者は会長まで登録し
てください。
２.阪和部会 ZOOM によるリハーサルが 2 月 6 日（土）14：
00～14：30 に開催されます。
３.西日本区次期会長・主査研修会が 2021 年 3 月 6 日
（土）13：30～18：30（単日開催）されます・
４.3.11 東日本大震災メモリアル復興支援プロジェクトへ
の協力要請（物品購入）があります。
５.2020-2021 年度・ 半年報の確認
６.Week4 Waste 企画のベストが国際から入荷いたしまし
た。（ゴミ拾い運動）
７.メネット通信 3 号が届きました。
８.和歌山紀の川クラブから八朔の販売案内があります。
希望者は望月会長迄。

役割分担
司会 宮本書記

2.

聖句朗読

田中（メネット）

3 月ブリテン原稿

巻頭言 望月治子さん 2 月例会報告 大藪さん
役員会報告 宮本書記 Y ニュース 切通さん
サンホームニュース 宮原君
にこにこ起稿 望月君 ブリテン発送 3 月 4 日
原稿締 2 月 26 日（金） 必着
3. 阪和部会（2 月 20 日 ZOOM によるリモート開催）へ
の参加について
各自にて ZOOM 参加に向けて準備をお願いいたし
ます。横田憲子さんは南 YMCA に参加。
4. 次期役員選出について
会長 横田憲子、副会長 宮本桂子、書記 丸尾欽造
会計 藤井敬子、中西進泰、直前会長 望月 強。
尚、会員数の減少等諸般の状況を勘案し、 副会長
は次々期会長への就任を前提としないことを確認

リーダー会ニュース

東大阪地域ユースボランティアリーダー
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、本当にありがとうご
ざいます。今回ブリテンを担当させていただきます、リーダー2 年目のもみじです。よろしくお
願いします。
まず、東大阪地域のリーダー活動の近況をお伝えしたいと思います。昨年の後半は、感染対策
をしながら対面形式でリーダー会を行い、子どもたちのことやリーダー活動をする上で大切
にしていることなどを共有することができ、とても有意義な時間を持てました。しかし、一月に
入って緊急事態宣言が発令され、リーダー会を対面式で行うことができなくなりました。直接
会って話ができないのは残念ですが、オンライン形式ではあるものの、リーダー同士で顔を合
わせて話をする時間を持てていることを嬉しく思います。
そして、子ども広場に来てくれていたお友だちに会うために、2 月 27 日(土)にデイキャンプを
計画しています。このキャンプは、子どもたちがお小遣いで参加できるような参加費に設定したく、支援金を集め
て実施しようと考えています。枚岡山にみんなで登り、時間を共有するなかで、人と関わる暖かさを感じて欲しい
と思っています。なにより、子どもたちに「楽しかった！」と思ってもらえるように協力して準備を進めていきます。
最後になりましたが、このような東大阪地域のリーダーの活動をお伝えできる機会をいただけたことに感謝致しま
す。ありがとうございました。
←生駒の北端に謎の建
造物？正体をご存じの
方ご一報ください。田中
散歩中の恩地川の堤に
イソヒヨドリが居ました
磯にいる鳥なんですが
ねぇ！！？
→
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HAPPY

BIRTH

誕生祝 25 日
27 日

WEDDING
結婚祝

2 月予定

2月

DAY

18 日 例会 リモートによる
18：00～１９：0０
20 日 阪和部会 リモート開催
25 日（木）役員会 会場・時間は未定

宮原祐子さん
丸尾欽造君

ANNIVERSARY

3 日 丸尾欽造・初子夫妻
15 日 藤井敬子・中夫妻

西日本区強調月間

こども広場は毎週水曜日 コロナ禍で 休止

2 月 TOF CS FF

一人一人の思いが、環境を守り、命を救います。
全ての献金を忘れずに、ご協力をお願いいたします。
藤好基子

地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしまクラブ）

サンホームニュース

YMCA ウエルネスニュース

特別養護老人ホームサンホーム 宮原 学

ウエルネス事業部 野外キャンプ事業 切通菜摘

先日、YMCA サンホームから八戸ノ里駅に向かって歩いて
いると「みやはらく～ん」と声をかけられました。
マスクで口と鼻を覆うと顔の半分くらいが隠れてお
り、ヘルメットをかぶり、原付にまたがっていましたが、声
ですぐにどなたかわかりました。現在のように新型コロナ
ウイルスが感染拡大するまでは、YMCA サンホームに喫茶
や教室等で足を運んでくれている方でした。
顔を合わせる機会はめっきりと少なくなりましたが、人
と人とのつながりは、ずっと続いているんだなぁ。と改め
て思い、そのような関係を築いてきた YMCA サンホーム
と地域の皆さんに感謝と喜びを感じます。
そうは言いながらも、やっぱり皆さんと手の届く距離
でお話をしたいなぁ。と思う毎日です。

2021 年になりました。2020 年は新型コロナウイルスに悩
まされることが多くありましたが、2021 年も新型コロナ
ウイルスと向き合い、「私たちにできること」を考えなが
ら活動ができればと思います。今年もよろしくお願いい
たします。東大阪地域リーダー会では、1 月 21 日（木）の
全体リーダー会で現会長の野間田佳奈さん（りんリーダ
ー）から、新たな会長、山口実紀さん（みにーリーダー）
へと引き継がれました。今年度も残すところ 2 ヶ月あま
りとなりましたが、新しいチームでも東大阪地域での活
動を大切に行っていきたいとリーダーも意気込んでおり
ます。2 月 27 日（土）には、子ども広場の子どもたちを対
象としてデイキャンプをリーダーが企画しております。
体験の場が今年度減少している子どもたちにとって、よ
き体験の場となるように準備を進めています。河内ワイ
ズメンズクラブのみなさんもサポーターとしてサポート
いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

編集後記 2 度目の緊急事態宣言が発せられて 感染者数は減少傾向にあるようだが まだまだ安心できる数字では
ない。 まず、命を守る事、生活者が安心できる措置を優先する事を基本にして欲しいものだ。
友人から 高嶋哲夫著 「首都感染」を読んでみて とメールが入った。図書館から借りて一読。2010 年の出版である。
致死率６０％の鳥インフルエンザに由来するパンデミック、それに対応する政府、医者、都民を描いた小説であった。 近い
将来に間違いなく新ウイルスによるパンデミックがあると言われている。それに備え 読んでみて欲しい。
編集長 田中
会員数（連絡主事を含む）

10 名

ゲスト・ヴィジター出席数

3名

１名

メネット・コメット出席数

3名

2名

功労会員・広義会員出席数

名

6名

1 月例会出席者総数

12 名

メイクアップ

名

1 月役員会出席者数

5名

1 月の出席率

60％

内 功労会員数
特別メネット
1 月例会出席者数（会員）

1 月会員延べ出席者数

第４６期

ク

にこにこ献金
1 月分
今期累計
充足率

0円
47955 円
120％

11 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

―４―

TEL

