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

4章9節

〈選・解説 岩坂正雄〉

「わたしのはらわたよ、はらわたよ。わたしはもだえる。心臓の壁よ、わたしの心臓は呻く。
わたしは黙していられない。」
――五月の風に吹かれ、心燃える季節。黙さず語り、行動しよう！――

巻 頭 言
＊ 巻頭言執筆担当の 藤井さんの 体調不良の為 原稿をいただけませんでした。電話でお話しをして、纏め
ようとも思いましたが、コロナ下にあって

明るい話題も乏しくご相談の結果断念することになりました。

＊ 体調不良とは言え 声の張りや頭の回転は いつも通りで 免疫力が低下していることが原因の不具合で
コロナ騒動が終息し、世情不安が終息すれば 回復されるでしょう。私たちも同じくらい危ういバランス
の上に立って暮らしているわけで、ワクチン接種が広まれば ストレスも軽減されるだろうと 期待した
いですね？
藤井 Y’s の回復を祈念します。
（編集部）

下の写真は 4 月初旬に 石切の日下公園で撮ったものです。緑色の桜！かなり大きく育った樹で 2
本あります。来春（その頃には自由に出かけられるでしょう）皆で お花見しましょうか？
５月例会プログラム
５月２０日（木）18：30～19：30
会場：リモート例会
司 会
大藪書記
開会点鐘
望月会長
ワイズソング
各 自
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 東地域リーダー会について
切通菜摘主事
結婚・誕生お祝い 望月会長
ニコニコ
録 音
YMCA の歌
各 自
閉会点鐘
横田次期会長

以上

大阪河内ワイズメンズクラブ ２０２１年 5 月報
４月例会報告
日

丸尾欽造

時：2021 年４月 15 日（木）
18：30～19：30
会 場：オンライン形式
出席者 メン 望月・丸尾・宮本・中西・宮原
横田・大塚
メネット丸尾・望月
以上 9 名
「大塚由美担当主事 着任を歓迎」
司 会：宮本桂子
聖句朗読：丸尾初子
●コロナ感染症の急激な拡大で対面例会を断念、定刻
にオンライン例会の点鐘。
今月、担当主事の異動に伴い大塚由美さんを迎えたこ
と、前任の宮原さんも土佐堀から出席されオンライン
の利点も実感。
●望月会長から、①阪和部 HP のリニューアル、②
Week4Waste への取り組み、③大阪サウス 65 周年
記念例会の報告、④東地域リーダー会への参加と卒 Y
リーダーへの感謝、⑤コロナ禍への守り、⑥西日本区
大会への参加に向けてなど、思いや情報の挨拶。また
望月メネット会長から 3 月メネット例会を開催できた
ことへの感謝が述べられた。
●大塚担当主事から着任のご挨拶。
大阪 YMCA 人事異動で 4 月 1 日か
らサンホーム施設長に。
福祉法人総合施設長の山佐亜津子さ
ん（大阪なかのしま）と共にサンホ
ームに異動された。
大塚さんは、1997 年 YMCA に奉
職、その後 10 年間単位でサンホー
ム、そして土佐堀での福祉部門を経て今回サンホーム
へ帰任され、YMCA 歴 23 年を福祉事業に献身され
ている。
今、長引くコロナ禍の下で、高齢者の生活の場である
サンホームを 24 時間守ってゆく使命を担ってゆきた
いと話された。会館使用ができないことに皆さんの理
解を得て、今日まで直接的に感染者や濃厚接触者を出
さずに来ていることに感謝したい。利用者の皆さんも
元気ですと語られ、その笑顔がモニターに映ってい
た。
●中西進泰さんから、コロナ関連など中心に行政報告
を頂く。大阪府はコロナ感染者数が今日、過去最多の
1208 名と発表。変異ウイルスの感染力が強いことも
脅威。府は学校でのクラブ活動の中止、修学旅行や行
事などは学校ごとの判断に委ねるなど厳しい方針が。
高齢者の重症化リスクは高いが、国からのワクチン供
給量が一定せず不足している現状。東大阪市は 75 歳
以上の方に 4 月 19 日から、65 歳から 74 歳の方へ
は 5 月中旬以降、ワクチン接種券の配布が始まる。接
種は、まずコールセンターへの予約、ホームドクター
または集団接種などいずれかの方法で接種を受けられ
る。東大阪市の集団接種会場は花園ラグビー場など四
か所。まず、接種券が届いたら予約すること、忘れな
いでね。

ワイズのゴミ掃除の件に関連して、東大阪市で情報が
あれば報告させていただきますと語られた。
●誕生日祝いは丸尾初子さん。それなりの年齢とか
で、ハピーバースディーが流れる。
●ニコニコアワーは会長の指名で当てられ次々と回
る。炉端を囲んでいるような雰囲気になって、笑い袋
が破れたような声がバックで弾んでいた。
（詳細は別
掲）
●横田副会長の閉会点鐘は、
「鳴り物がないのですが
‥」と、皆さんの笑いを誘う。宮本さんのリズム感に
満ちた歯切れのよい司会で時間に余裕を残して閉会を
迎えた。例会の柱になるお二人のホットな話題に満ち
たスピーチも楽しかった。リモート例会であるにも関
わらず「サンホーム」に集まったようなほっこりとし
た例会になったことに感謝して退出マークをクリック
した。

４月例会ニコニコ語録

起稿 望月強（敬称略）
横田： ジャガイモファンドのようなファンド事業を
クラブとして皆様と一緒に出来ればと考えています。
中西：ごみ焼却施設の性能が上がり何でも燃やすこと
が出来ますが燃えかす残土の処理が問題です。大阪湾
で埋め立てていますが、既に満杯状態で新たに埋め立
て地を探さなくてはなりません。ごみの分別を徹底し
て紙とかプラスチックの再利用するようしなくてはイ
ケない。
大塚：久しぶりに河内クラブの皆さんにお目にかかり
ました。私を覚えていてくださり温かくお迎え頂きホ
ッとしました。今後とも宜しくお願いします。
宮原：サンホームを離れ土佐堀に着任しています。サ
ンホームも土佐堀も同じＹＭＣＡです。今後も皆様に
お願いすることが多々あると思いますが宜しく。
丸尾：＊ジャガイモの販売はスペシャル関係で今年も
お世話になりましたが、河内クラブも無理のない身の
丈に合った販売をしては如何ですか。
＊東映映画から頂いた子供向けお土産セットを土佐
堀・阿波座ＹＭＣＡにお贈りしたい旨、杉村主事から
お伝えください。
丸尾（メネット）：誕生日の皆さんで祝って頂き有難う
ございました。コロナ過で大変ですが、乗り切って楽
しい例会が開かれますように願っています。
宮本：昨日からオカリナを始め教室に通っています。
オカリナを吹くことによって呼吸を鍛え、ヨガとか運
動と同じような効果があります。コロナ対策にも良い
と言われています。
望月（メネット）： 先月メネット会で歌を歌いました
今は一人で童謡を歌っています。声を出し体も動かす
ように心がけています。
望月：最近、不整脈が感じられ東大阪市民病院に検査
に行きました。平素から気が弱く心臓が弱いと思って
いましたが、心臓のエコー検査の結果大したことはな
いと言われホッとしました。当然ながら心臓に毛は生
えていませんでした。

―２―

大阪河内ワイズメンズクラブ

第４６期 第１１回役員会報告

書記 宮本桂子
日 時： 4 月 22 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
【審議事項】
1. 5 月例会
日 時 5 月 20 日（木） 18：30～2０：3０
会 場 リモート例会
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 録音 起稿 望月
2. 6 月ブリテン原稿
巻頭言 望月 5 月例会報告 宮本 役員会報告 大藪
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 6 月 3 日
原稿締 5 月 28 日（金） 必着

ウエルネスニュース

ウエルネス事業部

2021 年 ５月報

3. 6 月例会は
必ず会場を確保し対面で行う。
部長公式訪問・役員交代式
担当主事の交代式 （入会グッズを用意する）
4. Week ４ Waste 運動 コロナ禍延期
サンホーム開放を待つ
5. 「八尾・東大阪地域健康スポーツクラス」 への
支援に ついて
会長において猪口さんとコンタクトを取る
【報告事項】
1. YMCA 東地域リーダー会 4/20 ネット例会
に参加した
2. リーダー活動の写真集を河内ワイズで作りたい
3. 京都パレス 50 周年祝会
5/23 京都ホテルオークラ
案内が有った
4. 西日本区大会の登録状況を把握する
5. らくらく登山はコロナ感染拡大により白紙撤回
6. じゃがいもファンドについては復活の方針

野外キャンプ事業 切通菜摘

新しい年度がスタートし、1 ヶ月が過ぎようとしています。
新型コロナウイルスが猛威を奮い、不安な日々が続いています。
このような状況だからこそ、YMCA が行っている青少年活動は特に大切にしなければならないものだ
と感じています。
3 月末には宿泊のスキーキャンプも実施し、実施されたことへの感謝の言葉を参加者の方からも多く
いただきました。
子どもたちの体験の場が少なくなる、制限される中だからこそ、YMCA ができる取り組みを今後も継
続して行っていきたいと思います。
東大阪地域リーダー会も新たに 1 名仲間が加わりました。今年度もよろしくお願いいたします。

リーダー会ニュース

山口実紀（みにーリーダー）
いつもリーダー活動をご支援してくださり、ありがとうございます。東大阪地域 4 年目の山口実紀で
す。
今月から東大阪地域に、ととリーダーという新しいリーダーが加入してくれることになりました。よ
ろしくお願いいたします。
そして先日 4 月 20 日に、東大阪地域ユースボランティアリーダー会を実施いたしました。第一部で
は、私たちの仲間のそいリーダーがお話をしてくれました。「私をみつめる」という題で、そいリー
ダーが感じた自身の短所と、それを克服するまでの取り組みについてのお話でした。挫折や失敗が苦
手を克服する機会になり得ることを知ることができました。第二部では、一人一人の目標と指針を考
える時間を持ちました。今年度のリーダー活動や日常生活に対する姿勢を指針、具体的に達成したい
と考えることを目標とし、それぞれを考えて発表しました。一年後、今回定めた指針や目標を達成で
きるように、精進していきたいと思います。
最後になりましたが、平素よりリーダー活動を支えてくださりありがとうございます。このような状
況下でありますので、くれぐれもご自愛ください。

――３――
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HAPPY

BIRTH

誕生祝

5 月予定

DAY 4 月

該当者はありません

WEDDING
結婚祝

20 日（木）リモート例会

18：30～19：30

27 日（木）リモート役員会 18：30～19：30

ANNIVERSARY

こども広場は毎週水曜日

該当者はありません

コロナ禍で

休止

西日本区強調月間 ５月 LT
リーダーシップを学んでください！ クラブ・部・区など、あらゆる機会にリーダーシップの学びの
場があります。全てを有意義に捉え、スキルアップをして、リーダーシップを身に付けてください。
鵜丹谷 剛 ワイズリーダーシップ開発委員長（神戸クラブ）

サンホームニュース

大塚由実
4 月１日よりサンホーム施設長に就任いたしました大塚由実でございます。
サンホームは、
「受けるよりは与える方が幸いである」
（使徒言行録 20 章 35 節）の言葉を実践し、
すべての人々が、自分らしく、豊かな生活を送れるよう、一人ひとりに寄り添い、多様なニーズにあわ
せた福祉サービスを創造しています。
私たちをいつも支えていただいているワイズメンズクラブの皆さまやボランティアの方々との活動
や協働が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、行えていないことは非常に残念です。しかし、
私たちは、離れていても想いや気持ちは、いつもつながっています。今後も地域の介護・福祉の拠点と
してその役割を果たしていくことができるように、皆さまとともに寄り添い、歩んでまいりたいと考え
ております。引き続き、皆さまの温かいご支援とご協力をお願いいたします。
元会員の増石さんから ブリテン郵送用にと切手を頂きました。河内のブリテンから様々な情報を得て
いるとのことです。ひょっとしたら一番の愛読者かな？ 読まれるブリテンを目指す編集者としてとて
も嬉しく、感謝し ここにご報告いたします。

Y・T

編集後記 PC が突然不具合を起こし 悪戦苦闘 何とかデータを復元し 無事発行に至りました。が その
過程で画面は１０インチのタブレット位になってしまって、見づらいままなので ストレスはたまるし、姿勢
は悪くなるし、とてもつらい作業でした。今号の編集作業が終われば もう一度 復旧に努めたいと思っていま
す。次号が私の最終になります。有終の美を飾るべく集中したいものです。
コロナのせいで例会の楽しい写真も撮れず、イベントも中止となり例年のような ページ作りができなかった
ことが残念です。記録と共に 読まれるブリテンを目指しておりました。が、時代を反映して 楽しく読んでも
らえるものと成らなかったことも残念です。
コロナが終息したあとは その前の時代とは様変わりして決して以前の様にはならないでしょう。新しい活動
様式、新しいブリテンが生まれることを期待します。
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

0名

１名

メネット・コメット出席数

2名

4 月分

0円

2名

功労会員・広義会員出席数

0名

今期累計

62955 円

7名

4 月例会出席者総数

9名

充足率

メイクアップ

名

4 月役員会出席者数

4名

4 月の出席率

70％

内

功労会員数

特別メネット
4 月例会出席者数（会員）

4 月会員延べ出席者数

第４６期

ク

にこにこ献金

90％

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
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