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（参照）イエス様が復活された日、クレオパ(18)ともう一人の弟子が、 エルサレムから 11km 離れたエマオ
へと向かって暗い気持ちで歩いていました。 しかし、その日の夜には、その同じ道を大きな喜びと希望をもっ

て戻って行ったのです。 このエマオへの道中、彼らに何… 

巻 頭 言   “コロナ禍の中で” 大藪暢子 

 今期も 余りお断りしない性格で 書記を仰せつかりました。文字を

書くことは元々嫌いではなかったのですが、例会が対面ではなくなり、

リモートになるにつれ、ブリテンにもオンライン、ズーム等々分から

ない言葉が一杯！ パソコンを使わない？！ 使えない！！というの

は中々に面倒な事でした。 

 ラインでのグループ通話の例会・役員会では入退室に乗れず迷惑を

おかけしましたが、大騒ぎの挙げ句 仲川コメットに教えていただい

て何とか凌ぐことが出来ました。 

 いつになればコロナが収まり、大声で笑いあえるのかと思います。

私達は ほぼ高齢者故 早めにワクチンが打てるのかと楽しみにして

います。勿論 副作用もありますので・・・万一の人にはなりたくな

いものですね。 

 さて、私は毎日義務で（健康のため）6000～8000 歩  歩いて

いるのですが“歩くために歩く”は悲しいので 目的を作っています。 

例えばラグビー場まで行って美術館をのぞくとか石切神社までとか。

しかし石切へは坂道で疲れる割には歩数が期待できません。というわ

けで、今年、元旦から神社やお寺参りをしています。普段なら足元が

見えない程の人混みの神社ですら、しんと鎮まりかえって、“まさに

神社だ”という静けさです。大きな境内で迷子になって、案内図を頼りにやっと脱出と言う有様です。 

一人での行動は自由ではありますが、やはり共に感動を分かち合いたいとつくづく思いました。 

 巻頭言！初めての事！ ようやく 書き終えました。 

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】 ルカによる福音書 24章 32 節        〈選・解説 岩坂正雄〉 

「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、 

わたしたちの心は燃えていたではないか」 

――心が騒ぎ不安で落ち着かない時、復活の姿を現して道すがら語ってくださるイエス。 

          「エマオへの道」での出来事をいっしょに読みましょう。―― 
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４月例会プログラム 

 

4 月 18 日（木）18：30～20：30 

会場：サンホームロビー 

司 会      大藪書記 

開会点鐘     望月会長 

ワイズソング   一 同  

聖句朗読    丸尾メネット 

会長の時間    望月会長 

インフォメーション 

ゲストスピーチ 

YMCA新体制について 

宮原担当主事・大塚 

結婚・誕生お祝い 望月会長 

ニコニコ    

YMCAの歌     一 同 

閉会点鐘    横田次期会長 

                      

以上 

http://kawachi-ys.org/
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3月例会報告      横田憲子 
日 時：2021年 3 月１８日（木） 18：30～20：00 

会 場：リージョンセンター希来里 音楽室 

出席者 メン 望月・丸尾・宮本・佐古・宮原・藤井・横田 

    メネット大藪・丸尾・望月・初田 

    ゲスト 恵美奈博光・富紀子夫妻 

吉田全孝・芳子夫妻（サウス） 

       今井利子（なかのしま）東 正美（和歌山） 

                 以上１７名 

 河内クラブの 3 月は メネッ

ト例会で、恵美奈夫妻をお迎

えして かねてから希望であ

った音楽例会が開かれた。 

望月会長夫妻の尽力で会場

設定がなされ、ボリュームを気にせず楽しむことができ

た。 

 まず望月治子メネット会長の点鐘・

丸尾欽造メンの司会で始まった。 

 今期阪和部メネット事業主査の丸

尾メンは 人の集まりが無理なため

区・部のメネット行事が行えなかった 

と事業の報告があった。 

会長の時間ではピンクシャツデイラン・こども広場デイ

キャンプ・オンラインでの阪和部部会も無事終了したこと

の報告があった。なお 3 月 23 日に卒 Y 感謝会があると

の案内もなされた。 

 YMCA 報告で宮原担当主事は 次期もボランティア継続

をお願いする。担当主事は交代する事となり福祉法人か

ら学校法人の障がい者クラスに転属する事となった、と

報告された。 

宮原担当主事が国際よりコロナ禍の中で活躍したエッ

センシャルワーカーとして感謝状を頂かれたことの披露

があった。   

9名の内の 1 人だそうです。おめでとうございます。 

いよいよハニースマイルズの音楽アワーとなり“ひな祭

り”から“高原列車は行くよ”まで 10 曲、恵美奈さんご夫

妻の楽しい演奏が披露さ

れ、会場のみんなは 久しぶ

りに心が躍り、晴れやかな

気分になった。 

曲の合間に ミャンマー 

マンダレーYMCA と交流をお持ちの恵美奈メンはかの地

の騒動にふれられ 苦しい胸の内を吐露された。解決の

道はないのでしょうか。 

 久々の対面での例会での誕生祝だから 1，2，3 月分を

まとめてのお祝いとなった。 

ちなみに 1 月は望月メン・メネット・大藪メネット・宮本メン 

2 月は宮原メネット・丸尾メン 3 月は藤井・佐古メンでした。 

ニコニコは 

下の語録で報告に代えます。 

大藪メネットによる閉会点鐘で 

定刻に閉会した。 

 

3月例会 ニコニコ語録 起稿 望月 強 

                  （敬称略） 

今井（なかのしま）：久し振りの例会 コロナ過で寂しい

日々を送っていました。皆で声を出して歌えて若返り

ました。 

望月（メネット）： 子供にエレクトーンを習わせていた頃

を思い出して弾くことがありますが、猫ふんじゃった程

度です、恵美奈メネットさんの素晴らしい演奏を羨まし

く思いました。 

宮本： 演奏された歌は殆んど歌えました。楽しい時間

でした。 

藤井：題名だけみて 事前にリクエストを選ぶときには

知らない曲ばかりと思っていましたが、演奏が始まる

と全て歌えました。歌の練習をしたいです。 

初田（メネット）：久しぶりの出席です。今日は主人の月命

日です。今朝から主人に例会に行きますと報告いたし

ました。（恵美奈さんから “よろしくお伝えください”） 

東（和歌山）：和歌山 YMCAの会場が卒業式の為使用で

きませんので、和歌山クラブの例会は中止になりまし

たので、「私は河内クラブの例会に出席します」と言い

ました。 
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横田：平素はラインばかりで 皆さんとお顔を合わす

のは楽しみです。恵美奈さんのリードで気持ちよく歌

えましたが、全曲、知ってると思いましたが、古関裕

而の高原列車は行くは歌えませんでした。 

佐古：二日前で 89 歳になりました。大台の 90 歳まで

あと一年、頑張ります。年下の岩坂さん伊藤さんがワ

イズをリタイヤされました。90 歳でワイズも定年だと

活動が出来るか心配です。 

吉田（サウス）：サウスクラブのハニースマイルズ（恵美

奈夫妻）は阪和部の誇るスーパースターです。演奏が

聴け、一緒に歌えたのは良い思い出になります。ワイ

ズ歴 20 年、河内クラブはほっこりする魅力があるク

ラブです。亡くなった初田さんから「ワイズは楽しま

なあかん」と言われました。私は十分に楽しみました。 

私達は大阪を離れ息子の住む静岡へ引っ越します。

河内クラブの皆さまにはお世話になりました。広義会

員になります 

吉田（メネット）：河内クラブの皆さまには大変良くして

頂きました。私たちは大阪を離れることになりました。

寂しくなりますが、又何時の日かお目にかかるのを楽

しみにしています。 

大藪（メネット）：健康の為に 6000 歩～8000 歩を歩い

ています、それだけでは義務感だけだと思いこの正

月から神社とかお寺を回っていて、1 万歩を超えるこ

ともあります。 

高校 3年生の歌は毎年開く同窓会で校歌と応援歌

そしてこの歌を歌ってお開きになります。 

丸尾：ご参加頂きまして有難うございます。恵美奈

様とは 1988年の京都国際大会時マーシャルを致しま

した。4 日間のカンファレンスを無事に終え共に涙しま

した事を思い出します。本日、司会を致しましたが、ご

希望にそえなかったことをお詫びします。 

望月：昨年計画をしてコロナ過で実現出来なかった演

奏会。今年も諦めかけていましたが音楽室を借りるこ

とが出来、恵美奈さんにご相談をして実現出来まし

た。ハニースマイルズの素晴らしい演奏を頂き無事に

開催出来ました。全て皆さまのお陰です。有難うござ

いました。 

丸尾（メネット）：恵美奈さんの演奏で歌っていると昔を

思い出しました。大阪を離れる吉田さんには一昨年、

阪和部メネット主査をした折、アドバイスを頂き背中を

押して頂きました。涙が出るほどうれしかった事を思

いました。ワイズは良いところです。 

 本日のニコニコ献金は 15000 円でした。感謝。 

 

第４６期 第１１回役員会報告  書記 大藪暢子 

日 時 3 月 25 日（木） 18：30～19：30 

場 所 リモート会議（ライン）  

出席者 望月・横田・宮本・丸尾・箕浦・中西 

     大藪メネット 

【審議事項】  

1. ４月例会  

日 時 ４月 1５日（木） 18：30～2０：3０ 

会 場 サンホームロビー 

    食事なし 

  役割分担  

  司会 大藪メネット 聖句朗読 丸尾メネット 

  ニコニコ 当日指名 受付 藤井会計 

   

2. ５月ブリテン原稿 

  巻頭言 藤井   ４月例会報告 横田 

 役員会報告 大藪書記 Y ニュース 切通さん 

サンホームニュース 大塚君 

にこにこ起稿 望月 ブリテン発送 ５月６日 

原稿締 4 月 2４日（金） 必着 

3. Week ４ Waste運動 4/18～4/25に関し 

 元サウスメンバーの金岡さんとも話してサンホーム

周辺を対象にしよう・・・・    とか 

自治会とかに連絡し行動を共にしては・・・   とか 

軍手、火はさみ、ごみ袋等の準備は？  とか 

多くの意見が出た。 さらに議論を深める。 

4.  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 

支援内容について猪口さんと もう少し煮つめる必

要があるとして 継続審議とする。 

【報告事項】  

1. サウスクラブ 65 周年祝会 4 月 6 日 

    望月・丸尾・横田 参列 

２. 3/23 卒業リーダーに  

記念品としてシャープペンシルを贈呈した。 

３. こども広場のデイキャンプは大変好評だった。 

４. 日本ライトハウスから 盲導犬支援の要請があった。 



大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２１年４月報 

――４―― 

５. 京都パレスクラブ 50 周年祝会 

  5/23 京都ホテルオークラ 10000 円 

     望月＝参列検討中 

６. 2021～2022 年度 西日本区各事業懇談会がネットで 

開催された 

7. 徳島県上勝町のゴミ分別収集の取り組みについて 

  箕浦メンから報告があった。 

 

リーダー会 に出ました。 望月・丸尾（写真提供） 

 

 

 

 

 

 

 

望月さま 

 いつもお世話になっております。 

  東大阪地域、ユースボランティアリーダーの中村楓と

申します。 

子どもたちからは、そいリーダーと呼ばれております。 

 今回から、山口（みにーリーダー）に代わり、ご連絡さ

せていただくことになりましたため、ご挨拶をさせてい

ただきたく、連絡いたしました。 

  不慣れな部分も多くあり、ご迷惑をおかけすること

があるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 さらには、3 月の全体リーダー会にもご参加いただき

まして、誠にありがとうございました。私たち自身も、学

びを深める時間をいただいております。 

  また、大学を卒業されるリーダーに、記念品まで準備

いただきまして、ありがとうございました。お気遣い、嬉

しく存じます。 

  お忙しい中、全体リーダー会にご参加いただき、誠に

ありがとうございました。  

リーダー会でのお写真も添付させていただきますの

で、お目通しいただけますと、幸いです。 

  今後ともよろしくお願いいたします。 

 東大阪地域 中村楓（そいリーダー） 

リーダーからのメールを リーダーに断りなく転載します。 

（リーダー会ニュースとほぼ同じ内容ですので良い

だろうと判断しました） 

ここから おじいちゃんと孫のような良い関係が 

出来てくれば 嬉しいことですね。 
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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 

昨日、今年度最後のリーダー会で 3 人のリーダーを見送りました。河内ワイズのみなさんからも温かいメッセー

ジとともにプレゼントを贈っていただきありがとうございます。 

 

2020 年度、最初で最後の活動として「子ども広場デイキャンプ」を 2月 27 日（土）に無事実施いたしました。リ

ーダーたちは当日を楽しみに、準備を一生懸命進めておりました。当日はお天気にも恵まれ、枚岡山でのハイ

キングを楽しみました。約 1年ぶりの再会にたくさんの笑顔が溢れる 1日となりました。活動をご支援いただき

リーダー一同心より感謝いたします。 

2020 年度でユースボランティアリーダーの活動を終えて社会へと羽ばたくリーダーが 3 名おります。子ども広

場をはじめ YMCAの多くの活動の中で、子どもたちに寄り添い、活動をお支えいただきました。彼女らの活躍を

お祈りいただければ幸いです。 

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 

あちらこちらで、桜が咲き始めました。あっという間に 2020年も終わりを告げ、新しい年度を迎えます。 

2021年度は、東大阪市の玉川エリアで、たまがわケアプランセンターを、こさかでは、障がいを抱えた方々の

サポートをするために相談支援センターをそれぞれ 4 月に開設し、大阪 YMCAとして、南 YMCAに続き、2拠点

目となる、子どもたちの発達に対する支援を行うサポートキッズを YMCA サンホームの 6Fを活用して行う予定

にしています。 

子どもから高齢者、そして障がいを抱えた方まで、それぞれの地域課題に向き合い、歩みを止めることなく、

幅広くライフサポートができるように発展してまいります。 

 それぞれの地域では、新型コロナウイルスによって、新たな社会課題も山積しております。私たちがすること

は。と問いながら正しく歩んでまいりますので、次年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

リーダー会ニュース    東大阪地域ユースボランッティアリーダー 中村楓（そいリーダー） 

こんにちは。いつもリーダー活動をご支援くださり、ありがとうございます。また、全体リーダー会につきまし

ても、ご参加いただき、ありがとうございます。私たち自身も、学びを深める場を持てております。3月の東大

阪地域のリーダー会では、自分自身の一年のリーダー活動を振り返り、活動を報告する、年間報告会を行いまし

た。また、自身の活動について発表するだけで終わらず、聞いてくれていたリーダーから、発表を聞いて、質問

をしたり、感想を話すなかで、リーダー同士の交流やコミュニケーションをとりながら、和やかな雰囲気で、進 

めることができました。私自身も、私の発表を聞いて、一緒に活動してきた、リーダーから見た自分自身について知ること

ができ、これからの活動に自信をもって取り組むきっかけとなりました。 

また、他のリーダーの年間報告を聞く中で、それぞれたくさん悩みながらも行動し、一年で大きく成長していったリーダー

たちの姿を知ることができ、同じ東大阪地域の一員として、共に活動できていることを誇らしく思いました。 

子ども広場デイキャンプにつきましても、多大なるご支援ご協力をしてくださり、ありがとうございました。子ども広場デイ

キャンプの詳細は別途報告書にてご報告させていただきます。 

皆様もお体には、お気をつけてお過ごしください。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。 
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西日本区強調月間 4月 YMCAサービス ASF 

今期 YMCAと協同した活動を振り返り、次期に継続できるクラブの支援をみんなで考えよう。 

                      益国隆人 Y・サユース事業主任（広島クラブ） 

 

そいリーダーから送られた 

写真です。 

頁の都合でこちらに掲載しま

した。 

この９ケ月間で顔なじみにな

った方々。直接会って協働で

きなかったけれど、こうして

みると 温かい空気感が伝わ

ってくるような気がする。 

早くマスク無しで共に 何か

出来る様になればいいなぁ 

       （Y.T） 

 

 

 

 

                          

                                           

 

 

 会員数（連絡主事を含む） 10名 ゲスト・ヴィジター出席数 6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 4名 3月分  15000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 62955円 

3月例会出席者数（会員） 7名 3月例会出席者総数 17名 充足率   190％ 

メイクアップ ２名 3月役員会出席者数 6名  

3月の出席率   90％ 3月会員延べ出席者数 13名  

HAPPY BIRTH DAY  4月 

誕生祝  ２日 丸尾初子さん 

 

 

WEDDING ANNIVERSARY 
 結婚祝   該当者はありません 

        

44 月月予予定定  

  1155 日日  例例会会  ササンンホホーームムロロビビーー  

                      1188：：3300～～2200：：33００  

  

22２２日日（（木木））役役員員会会  会会場場・・時時間間はは未未定定  

  

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  休休止止  

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/ 

編集後記 若いリーダーたちの写真を使い、久しぶりに華やいだブリテンとなった。卒業の季節だったこと

も忘れていた編集子は ようやく、季節の変わり目をしみじみ感じさせられた。 そうだ、早々と桜も咲くもの

だから前号の早春賦が 陳腐なものに見えてしまうのだ。春を待つ期待感がさっさと打ち消されてしまったよ

うで・・・・・ まぁ昨日の雨も 花散らしとは成らなかったようでもうしばらくは楽しめるだろう。でも 4 月の入学

式までは持たないかなぁ・・・・・ 詠嘆は尽きない。 

 ここからは 3 月編集後記の続きである。と言っても諸兄は何のことかと思うだけだろう。野放図に生きるこ

とを選ぶ・・・の謂い（意味・理由）である。このブリテンが届くころには国内のコロナによる死者は 1 万人を超えて

いるだろう。いたずらに恐れることは無い。（参照 人口動態によると昨年の日本人の死者は一昨年より93７３人減少して

いるらしい。コロナに因る死者が 上積みされた分増加すると思われていたのに…）が然し 現況にあって 私の内なる声

は ただ楽しめ と囁くのだ。面倒なことは要らない。余計なものも要らない。 

 あるがままに居て、日の光や生命の息吹や風の音や川の流れにひたすら没入し世間の義理やしがらみに捕

らわれず ただ楽しむ。楽しむ。楽しむ。・・・・散り急ぐ桜さえも楽しむ。 そんな私に 私はなりたい。  
編集長 田中 

                                        

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

