
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    環境保全は地球上に生きる人々の課題 

          丸尾欽造 

先日、ＴＶで「気候変動の最前

線をゆく」が放映された。今期、

横田会長の主題として、「つながる 

つなげる未来へ」と掲げられ、サ

ブタイトルには、気候変動防止へ

の意識高揚を唱えられていること

から特別な思いで視聴した。 

気候変動の危機に立ち向かう環境活動家グレタ・ト

ゥンーベリが大学を休学し、気候変動の実態に触れる

ため世界中の様々な土地を訪ね、科学者たちと対話を

重ねる姿や、各地の国際会議に赴き演説を行う舞台裏

など、BBCが 1年間密着取材したドキュメンタリーで

あった。 

森林の大半が消滅の危機に瀕するカナダ・ジャスパ

ー国立公園、山火事の影響で氷河の消滅が加速するカ

ナダ・アサバスカ氷河、山火事で村の 9割の家屋が焼

失したカリフォルニア州パラダイス村、北極圏の先住

民族・サーミ人が暮らすスエーデン・ヨックモック、

EU域内で最も CO2を排出しているポーランド・ベウハ

トゥフ石炭発電所、近年土砂崩れが多発しているスイ

ス・ポンド村。これらの旅の中で彼女が感じたことが、

各地での国際会議で力強くスピーチされ、人々の心を

動かしてきた。「私たちは今後も諦めません、一緒にが

んばりましょう」の言葉に感動した。 

横田会長の副題、「身近なところから 気候変動防止

を見つけよう」は、 エネルギー、食糧、日用品、生活

様式などから糸口を探し、頑張ろうと呼びかけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼大阪河内クラブ 会長 横田憲子 主題：“つながる つなげる未来へ” 
                 副題；“身近なところから 気候変動防止を見つけよう” 
▼阪和部部長 大谷 茂（和歌山紀の川）主題：阪和部はひとつ。発想を変えてワイズ活動を 
▼西日本区理事 新山兼司（京都トップス）主題：Challenges for future 未来への挑戦 

                 副題：羽ばたこう！ 2022 年ワイズ 100 周年に向かって！ 
▼アジア太平洋地域会長 大野 勉（神戸ポート）OHNO Ben Tsutomu (JWR) 

         主題：“Make a difference beyond the 100th ” 「100 年を超えて変革しよう」 
         スローガン： “Be healthy !”  「健康第一！」 
▼国際会長 Kim Sang-chae (Korea)  キム・サンチェ （韓国） 

                  主題： “Y’s Men with the World”  「世界とともにワイズメン」 
       スローガン：“Heal the World with Love & Dignity” 「愛と尊厳で世界を癒そう」 

 

今月の聖句 ルカによる福音書 2章 52節 
 
「イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び神
と人から愛された」 
   育ちざかりの若者たちが、自然の恵みを受け
て生き生きと活動する季節、次代を担う若者たちのユ
ースアクティビティを支え、祝福しましょう 

  8月強調月間   LOTD  IBC/DBC 
・リーダーシップを学んでください！クラブ・部・区
あらゆる機会に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つ
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） 

・締結しているクラブ同士で連絡をとりあい、近況報告並び

に協働事業を検討しよう。締結をしていないクラブは他クラ

ブ訪問をしてみよう！ 

      深谷 聡 国際・交流事業主任（名古屋）  

●   【 8月例会プログラム 】         ● 
  
日時 8月 19日（木）18：30～20：00 
会場 大阪南 YMCA 1階 多目的室  
     
  司  会        大 藪 暢 子 
  開会点鐘     会長 横 田 憲 子 
  ワイズソング       一  同 
  聖句拝読        丸 尾 初 子  
  ゲスト・ビジター紹介   司 会 者 
    阪和部部長メッセージ  大 谷  茂 
  大塚担当主事入会式     
  会長交代式    司式 大 谷 部 長 
  会長・役員紹介挨拶   役 員 一 同 
  インフォーメーション  
  誕生日お祝い      該 当 の 方 
  ニコニコ アワー     一  同 
  YMCA の歌        一  同  
●  閉会の辞     副会長 宮 本 桂 子    ●  
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7月例会報告   

           報告 望月 強         

日時：2021年 7月 15日（木）18：30～20：00 

会場：リージョンセンター ５階ミニ音楽ホール 

出席者：メン・丸尾欽造、佐古至弘、宮本桂子、藤井

敬子、望月強 メネット・大藪暢子、丸尾初子、望月

治子 以上 8名 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

久々の対面出来る例会を開くことが出来ました。宮

本副会長の開会点鐘で始まりました。役員交代式が阪

和部長の日程調整と横田会長の体調不良により８月

に繰延されました。役員の引継ぎのみをおこないまし

た。望月前期会長からは、コロナ過で常設のＹＭＣＡ

サンホームが使用できず会場を転々としたことや最

後３か月の例会も残念ながらラインを利用して例会

となったことに協力いただき感謝のご挨拶がありま

した。 

今期、会長を務められる横田憲子のメッセージを丸

尾書記から次のように伝えられました。 

「コロナ感染が今なお続いており、ワイズ活動の停

滞も 3期目に入りました。大阪 YMCAの高齢者施設「サ

ンホーム」の会場は、老人ホームであることから、厳

しい使用閉鎖が続いています。年々会員も高齢化し、

退会されることは寂しく思いますが、一日も早く、正

常な活動ができる日が来ますよう願い、会員の増加に

つなげてゆきたいと思います。 

恒例のプログラムである「らくらく車いす登山」、

「子ども広場」などへの支援や「ジャガイモ・ファン

ド」などは守り続けていきたいと思います。 

2021年、大阪 YMCAは気候変動問題への取り組みを

宣言され、YMCA施設へ再生可能エネルギーを電力に変

換して CO2の削減に進んでいます。河内クラブとして

も、このことをテーマとしてサンホームやリーダー会

の皆さんと一緒になって、身近なところから取り組ん

でゆきたいと思っています。主題も気候変動防止に焦

点を合わせて掲げました。よろしくお願いいたします」 

生のお声が聴けなかったのは残念でしたが、体力の

回復をお祈りいたします。 

今期の各役員がそれぞれの抱負を述べられました。 

丸尾書記からトマトのプレゼントあり、前期会長か

ら会長を支えて頂いたお礼を4名会員に花束を贈呈し

ました。（写真上・望月直前会長から感謝の花束が贈ら

れた。（写真左下・音楽室での例会風景） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

第 2回 役員会報告 

                書記 丸尾欽造 

開催日時：2021年 7月 22日（木）18：30～19－50 

会議場：オンライン（LINE） 

出席者：横田憲子、宮本桂子、望月 強、大塚由実 

    大藪暢子、丸尾欽造 

【協議事項】   

１．8月例会（部長公式訪問） 

  日時：8月 19日（木）18：30～20：00 

  会場：大阪南 YMCA 1階多目的室 

     （会議時点では 2 案あり、諸事情で決定） 

   プログラム：大谷部長メッセージ、会長交代式、 

         会長挨拶・所信、クラブ役員紹介、 

         インフォーメーション（1頁参照） 

  受付：丸尾欽造、藤井敬子、 司会：大藪暢子 

  聖句拝読：丸尾初子、 ニコニコ：メネット 

  ゲスト・ビジターの確認：丸尾欽造 

２．9月号ブリテン担当確認 

  巻頭言：大藪暢子、例会報告：宮本桂子、役員 

  会報告：丸尾欽造、YMCA/サンホームニュース：大 

  塚担当主事、YMCAウエルネスニュース：切通菜摘 

  原稿締切日：8月 27日  発送日：9月 3日  

３．第 26回大阪 YMCA チャリティーラン 2021 

  日時：9月 23日（祝・木）9：00～13：00 

  場所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 

  プログラム：山のエリアでラン＆ウォーク  

  ・ボランティアとしての役割はありません 

  ・エントリー費は￥4000（ご家族で参加の場合は 

代表者 1名でご一緒に参加できます） 

  ・抽選券の販売はありません。 

・申込みはインターネットまたは郵便。申込締切

日 8月 31日（火）。期日までに振込、送金の完 

２ 
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了が確認できなければ申込されません。（詳細は 

「大阪 YMCAチャリティーラン 2021」で検索くだ 

さい）  

  ・クラブからの協賛金については、担当主事と相 

談の上、金額等を決定する。     

  ・参加登録された方は、宮本桂子（Yサ委員長） 

   に報告する。 

４．ジャガイモファンドについて 

  ・十勝クラブから資料が届き次第、販売価額を決 

   定し、注文数を集約の上、発注数を決定し、SON 

大阪の購入分と合わせて十勝に発注する。 

  ・到着先は、高槻市摂津峡駐車場。引き取り方法 

は検討する。担当・丸尾欽造。 

５．SDGｓ活動について 

  ・身近なところから、具体的な活動を探り提案し 

てゆく。サンホーム、東地域リーダー会と協働 

できるポイントを探る。 

【連絡事項】 

１．第 26回大阪YMCAチャリティーラン（協議事項３．

参照） 

  日時：2021年 9月 23日（祝・木）9：00～13：00 

  場所：花博記念公園 鶴見緑地 山のエリア 

  「ランニング」または「ウォーキング」どちらも

選べる。エントリー費 ￥4.000 （家族参加は代

表者 1 名でご一緒できます）。申込はインターネ

ットまたは郵便で、8 月 31 日ま

で。詳細は、「大阪 YMCAチャリテ

ィーラン 2021」で検索、またはこ

の QRコードにて。 

２．阪和部会 

  日時：2021年 10月 17日(日)11：00～16：00 

  会場：和歌山 YMCA  登録費 ￥5,000 

  講話「ロケット基地 パート２」 2022年 1月に

第 1号機打ち上げ決定。        以上 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪河内ワイズメンズクラブ 2021年 8月号 

ＹＭＣＡ・サンホーム ニュース 

 

担当主事・大塚由実（施設長） 

長かった梅雨が明け、眩しい太陽の陽射しと共に

夏がやってきました。 

暑さに負けず、コロナウイルス対策を万全にして、

乗り切っていきたいものです。 

大阪ＹＭＣＡでは、７月 18日を「安全の日」と定

め、自分自身の「安全」や、他者の「安全」を守る

ことは、「生命を大切にすること」に繋がると考え、

安全についての研究会等を実施しております。サ

ンホームにおいても、常に安全を最優先した高齢

者支援を行っております。皆さまにおかれまして

も、身の回りの安全について、今一度確認していた

だければと思います。 

これからが夏本番となりますので、くれぐれもご

健康にご留意ください。 

引き続きのご支援よろしくお願いいたします。 

 

 ＹＭＣＡ ウエルネスニュース 
              
        ウエルネス事業部 切通菜摘 
朝からセミの声が鳴り響き、夕方には雷伴う豪雨
が降るなど、夏らしいこの頃。 

暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか。 

ウエルネスでは、7月末より本格的に夏のプログラ

ムが開始いたしました。 

コロナ禍ではありますが、宿泊を伴うキャンプに

も多くのお申込みを頂いております。 

YMCA組織キャンプ 101年目のこの夏、キャンプを

通じて多くの子どもたち、リーダー、キャンプに集

うみんなにとって豊かな時間となるようにしてい

きたいと思います。 

暑い日が続きます、どうぞご自愛ください。 
 

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 

             山口実紀（みにリーダー） 

東大阪地域 4年目の山口実紀（みにーリーダー）です。 

先日、東大阪地域リーダー会を約 2 年ぶりにサンホー

ムで行うことができました。第一部では、宮原さんに奨

励をしていただきました。寄り添う気持ちや、人と喜び

や悲しみを分かち合う大切さ、そして安全の日につい

てのお話を綴ってくださいました。自分たちが活動で

きていることのありがたさを感じ、気が引き締まる気

持ちになりました。また、第二部では八戸ノ里の町を 

 

 

散策しました。子ども広場の下見も兼ねていまし

たので、子どもたちが通う小学校や、使用する予定

の公園や公民館を巡りました。八戸の里の雰囲気

を久しぶりに感じることができ懐かしさを感じる

とともに、地域についてさらに知ることができ地

域活動への思いがより一層強くなりました。 

最後になりましたが、改めて日頃からのあたたか

いご支援に感謝いたします。ありがとうございま

す。 

 

３ 



ニ コ ニ コ 語 録 集 

(7月例会 から) 

         

▼宮本桂子: 6 月から 7 月にかけ

て、私の一番忙し時期ですので体力

を維持しなくてはと もりもり食

べました、仕事は上手く熟しました

が、体重が 4キロ増えました。この体重を減らすため

に 2ヶ月は掛るでしょう。 

▼佐古至弘: あと3ヶ月経つと90歳になります 伊

藤さん岩坂さんもクラブにおられませんので寂しい

ですが、この一年は頑張りたい。 

▼望月強:この土曜日から娘の住む北海道に 3 泊 4 日

でまいります。旅に出るのはコロナ禍ですので心苦し

いです、関空から女満別空港まで直行便で参ります。

そこは北海道の片田舎、弟子屈（てしかが）町です。

私達夫婦ともワクチン接種を2回終わりましたので行

くことを決めました。（無事に帰阪に帰阪されました） 

▼藤井敬子： 丸尾さんの菜園で育てられたトマトを

頂きました。孫はトマトが大好きで、何度もスーパー

マーケットに買いに走らされました。有難うございま

した。 

▼望月治子：メネット会長をこれで卒業できました。

何も出来ませんでしたが、3 月のメネット会が多くの

皆さまに参加頂き賑やかに開催出来ました。この一年

有難うございました。 

▼丸尾欽造：今期は書記をさして頂きます。宜しくお

願いします。私はワクチン接種の 2回目を終わりまし

た、3 回目のワクチン接種の通知がまだ届いていませ

ん。笑・笑・笑 

▼大藪暢子：前期はリモートで例会が多く、アナログ

の私は何となく寂しく思いました。今期はメネット連

絡員になりました。お役が軽くなり良かったとつくづ

く思っています。 

▼丸尾初子：久し振りに皆様のお顔を見られてよかっ

た、リモートも良いですが、対面ですと今日は何を着

て行こうと服を選び首に何を着けよう考えます。今日

は皆さんのお顔を見られて本当に良かったです。有難

うございました。              以上 
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会員数（担当主事含む）    9名 

 （広義・特別メネット会員）    2名  

  会員 7月例会出席者数      5名 

 メークアップ者数      1名 

  7月の出席率    66.6% 

  ゲスト・ビジター出席者数    0名   

 メネット・コメット出席者数    3名   

  7月例会出席者総数    8名 

 7月例会充足率   88.8％  

  7月役員会出席者数    6名  

  7月例会ニコニコ・ファンド ￥8,000 

 ニコニコ・ファンド累計 ￥8,000 
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8月 5日（木） ブリテン発送日 
8月 14日(土） 第 29回アジア太平洋地域大会 
         台湾・台南 13：00～16：00 
         ZOOM オンライン会議  
8月 19日(木） クラブ例会 18：30～20：00 
          会場：大阪南 YMCA 1階 
         「大谷部長公式訪問」 
8月 20日(金)   大阪 YMCA第 332回早天祈祷会 

時刻 7:30～8：15  
会場 大阪YMCA10階 チャペル 
証し 金智重（キムチジュン） 
さん  

                  事前に検温、マスク着用で 
お願いします。朝食はござい 
ません。 

8月 26日(木）  クラブ役員会 18：30～19：30 
         感染拡大の場合はオンライン    
8月 31日(火）  大阪 YMCAチャリティーラン登録 
         締め切り日（ 登録と登録費の 

送金完了確認で登録完了） 
9月 2日（木） ブリテン発送日 
9月 16日（木） クラブ例会 会場未定  
9月 23日(祝木)  大阪 YMCAチャリティーラン 
        クラブ役員会 会場未定  
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  Happy Birthday 

 中 西 伸 子  ８月  ４日 

宮 本 善 之 ８月 ５日 

  藤 井    中 ８月 ５日   

  箕 浦 史 郎  ８月２７日 

    

 
 

大阪ＹＭＣＡチャリティランーは 9月23日 

（祝・木）   みんなで参加しましょう！！ 

編集後記  ▼パソコンの不調で作業が進みませ

ん。インターネットにも接続できなくなりストレ

スどっぷり。今月のブレティン編集が終われば修

復は必須課題。▼今月予定していたＳＤＧsの関連

コラムは紙面の都合も重なり掲載を見送りました

ことをお詫びいたします。 

                     

 
 
 
                      
 

 


