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▼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 ヨハネによる福音書 17 章 21 節

緊急事態宣言の解除
中西進泰
新型コロナ感染症の感染拡大に伴
い
い、大阪府に８月２日、緊急事態
言が出され、２度にわたり延長
され、やっと９月３０日に全面解
除サレ
されました。政府は、昨年に予
定されていた東京オリンピック・パラリンピックを
１年延長してコロナが終束した中で開催するという
目論見をしていましたが、皮肉にも７月２３日に開
会したオリンピックの閉会後も感染者は増え続け、
８月２０日には全国の１日当たりの新規感染者数は
約２万６千人と過去最多を記録しました。
昨年の巻頭言では、新型コロナウイルスをテーマ
にして原稿を書かせていただいたのですが、２月２
７日時点で累計感染者数は８万人ほどであり、今の
約１７０万人（10 月 5 日時点）と比べると約２００
倍になっており、隔世の感があります。当時は、こ
こまで拡大するとは思いもよりませんでした。
第５波はこれまでにない大きな波でしたが、落ち
着きを見せ始め新規感染者も激減しています。専門
家は、ワクチン接種率が高くなり、とりわけ高齢者
の接種率が９割になってきていることが激減の大き
な理由に挙げていますが、同時に市民の皆さんの感
染予防への取組みも理由にあげられています。
我々は、この 1 年半あまりの間に稀有の経験をし、
コロナウイルス感染症がどんなものかおぼろげなが
らわかってきました。第６波の到来も予測されてい
るところですが、私たちの叡智で「屋内ではマスク
を装着する」
「３密を避ける」
「こまめに手洗いをす
る」

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしが
あなたの内にいるように、すべての人を一つにし
て下さい」
1844 年にロンドンで設立されたＹＭＣＡ
は、ヨーロッパ、北米に伝わり、1855 年、パリで
世界ＹＭＣＡ同盟が結成された。ＹＭＣＡの国際性
の拠りどころとしてこの聖句の箇所が世界ＹＭＣＡ
同盟正章の中心に示されています

10 月強調月間

ＢＦ

ＢＦの意味を学び国際奉仕団体の一員であることを
自覚しよう。
深谷 聡 国際・交流事業主任（名古屋クラブ）

【 10 月例会プログラム 】

●

●

日時 10 月 21 日（木）18：30～20：00
会場 未定
司
会
宮 本 桂子
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
会長の時間
横 田 憲子
卓話「ゴミ分別収集のねらいは何？」
中西 進泰 氏 (東大阪市議)
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
●

●

る」といった基本的な予防策を徹底して、これからも
コロナと付き合っていかなければいけないですね。
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大阪河内ワイズメンズクラブ
2021 年 9 月例会報告
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●福田ＥＭＣ主査・・長く続けられる魅力があると言
うのも分かった。新しい人を迎え入れるにはどうし
たら良いのかと問いかけられた。また、自身が「ラ
イオンズクラブとワイズメンズクラブの両方に入
っていたが、ライオンズをやめてワイズだけにした
のは教育に力になれるのがワイズだけだと思った
からだ」と話された。また、
「経歴の長い人がどう
いう思いをもって入っているかを、若い人に伝えて
ほしい」と述べられた。
・望月メン・・福田メンがＨＰを作ってくれている。
ＩＴ関係に強い人が入ってくれると嬉しい。ＥＭＣ
は待ったなしの状態、サウスと比べても老化が早か
った。
・丸尾メン・・福田主査は従来と異なった角度からＥ
ＭＣを見つめてられると気付きました。入られる立
場に立って考えていくことが大切であると思う。退
会理由の把握、共有も必要があるあるのでは。
・福田ＥＭＣ主査・・ＥＭＣシンポジュゥムについて
話し合いの場をもつ予定をしているので、よろしく。
・恵美奈メン・・人と人との関係がすごく強い。アッ
トホームだと思う。それがものすごく幸せだと思う。
●インフォーメション
・中西メン・・いつか環境のことについて話をさせて
もらいたいと申し出があった。
・丸尾メン・・パソコンが起動しなくなった。送受信
が全く出来ない。ブリテン編集は古い PC で対応出
来ている。メールを送ってくださっている方には申
し訳ないと話された。
十勝クラブへのジャガイモ発注数は河内クラブ分
90 箱、スペシャルオリンピックス分 230 箱。
計 320 箱。10 月 3 日（日）入荷。
●誕生日のお祝いは箕浦メネット、ご欠席でした。
ウエディング・アニバーサリーは該当者なし。
●宮本副会長による閉会点鐘で定刻に閉会した。

報告
宮本 桂子
日 時 2021 年 9 月 16 日（木）18：30～20：00
会 場 リモート例会
出席者 メン 望月 丸尾 横田 中西 大塚 宮本
メネット 大薮 丸尾 望月
ビジター 福田智也（阪和部 EMC 主査・大阪
長野）恵美奈博光（大阪サウス）
●今月も緊急事態宣言中であり、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、会場使用
出来ないためリモート（ライン）例会で行った。
しかし、今月に限り数件のところでインターネットの
繋がりが悪く、音声がでない、途中で切れるなどのト
ラブルがある中、皆さんのご協力により行うことがで
きた。
●大薮メネットの司会で定刻に始まった。
●横田会長の点鐘、どこからか鐘の響きが聞こえてき
たが、会長メッセージの音声は送信障害に阻まれた模
様で途絶えた。
●ゲストスピーチ
福田智也・阪和部ＥＭＣ事業主査より頂いた。河内ク
ラブのメンの経歴が長いと言う理由でスピーチでは
なく対談という形で話しをされた。まず、福田主査よ
り「ワイズに入ろうと思ったきっかけは？」と言う問
いかけに皆がランダムに答えた。
・望月メン・・子どもがＹＭＣＡに入ったのがきっか
け。そのうちワイズが好きになった。
・丸尾メン・・英語学校の同窓会がきっかけ。その後
家族ぐるみで関わっている。
・宮本メン・・車椅子登山がきっかけ。主人に代わっ
て入会してずっと続けている。
・恵美奈メン・・ワイズへのきっかけは、英語学校に
通っていたこと。当時ＹＭＣＡは色々なクラブ活動
が盛んであった。サンデークラブに入会し、会長な
どして目立つようになり、ワイズに誘われた。若い
方だったので、役が廻ってくるようになり 20 周年
の時に会長となり河内クラブ設立に関わった。
ワイズでの出会いで培った友人関係は人生を幸せ
にした。
・大薮さん・・主人が望月さんに誘われて入会した。
亡くなってから、私が特別メネットとして入会し、
楽しませて頂いてます。
・中西進泰メン・・入会に強い動機はない。義兄（故
篠田桂司さん）が亡くなった時、恵美奈さんや白井
さんからワイズへの入会を勧められた。ワイズの皆
さんの真面目さに共感した。私がまだ若い方である
ことに、高齢化を実感している。

写真は LINE によるリモート例会のワン・ショット
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大阪河内ワイズメンズクラブ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第 4 回クラブ役員会報告
書記 丸尾欽造
開催日時：2021 年 9 月 24 日（金）18：30～19：30
会議場 ：オンライン（LINE）
出席者： 横田憲子、望月 強、中西進泰、大塚由実、
丸尾欽造
【協議事項】
１．10 月例会 BF 強調月間
日時 10 月 21 日（木）18：30～20：00
会場 未定 （サンホーム使用の可否は 10 月
上旬に大塚担当主事より報告予定）
プログラム・
「ゴミ分別収集のねらいは何？」
中西進泰（東大阪市・市議）
例会担当 受付・藤井敬子
司会・宮本桂子
聖句拝読・丸尾初子
ニコニコ・
メネットの方
２．11 月号ブリテン担当
巻頭言・望月 強
例会報告・横田憲子
役員会報告・丸尾欽造
YMCA・サンホームニ
ュース・大塚由実
ウエルネスニュース・切
通菜摘通
原稿締切日・10 月 29 日 提出先
FAX 072－859－1610
３、リーダー会「子ども広場」支援について
10 月より開催予定。活動内容が具体的になった
時点で、支援方法を協議する。
４．各クラブのリーフレット制作・改定の件
部長からの「お願い」と言う位置ずけで主体的
に対応するよう要請あり。希望として、今年末、
遅くとも今期末。
【報告事項】
１．国際協会への「摘要除外申請」申請の手続きは締
切日までに完了、受理された。
２．第 2 回阪和部ＺＯＯＭ会議は 9 月 22 日オンライ
ンにて開催された。
３.ジャガイモ情報 ①発注数 320 箱
（クラブ分 90 箱、
スぺシャルオリンピックス分 230 箱）②到着日 10
月 3 日（日）
４．東大阪地域リーダー会、
「子ども広場」10 月より
開催予定。詳細は、別途連絡いたします。
以上

阪和部ＥＭＣシンポジウムのご案内
日時 2021 年 10 月 17 日（日）13：00～16：00
場所 ZOOM 開催 （オンライン開催のみ）
基調講演 山口雅也ワイズ（ EMC 事業主任・
京都キャピタル）
会費
無料

2021 年 10 月号

ＹＭＣＡ・サンホーム ニュース
担当主事・大塚由実（施設長）
サンホーム開設以来、1 階地域交流スペースは、多く
の方が集う多世代交流の場としての役割を担ってきま
した。今まで以上に「多世代の方とつながる場所をつ
くりたい」という強い思いから、多くの方々にご支援
頂きましたポジティブネット募金で、地域交流スペー
スの改装をおこないました。高齢者や子どもにやさし
い設備と多くの方々との交流が図れるあらたなスペー
スとして生まれ変わりました。これからも「したい何
かがみつかり、誰かとつながる。私がよくなる、かけ
がえのない場所」となるように取り組んでいきます。

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
中村 楓（そいリーダー）
東大阪地域 4 年目の中村 楓（そいーリーダー）です。
さて、9 月の東大阪地域リーダー会がオンラインにて先
日行われました。1 部奨励では、野外・キャンプ事業ス
タッフの中尾さんから「やる理由をもつこと」と言う
題でお話をいただき、ＹＭＣＡの活動を「自分の成長
のために」という視点を持ち、たくさんの自分と出会
う機会にしてほしいという力強いお言葉をいただきま
した。
第 2 部では、それぞれの前期までの活動を振り返り、
共有する時間をもちました。自分と同じように他のリ
ーダーもこの半年間悩みながらも試行錯誤を続けてい
たことに勇気をもらう、とても和やかな時間となりま
した。
またコロナの影響で活動を見送っておりました「子
ども広場」ですが、10 月から活動再開が決定いたしま
した。河内ワイズメンズクラブの皆様につきましても
ご意見を頂くなど、お力添えを頂きまして誠にありが
とうございました。活動の様子など改めてご報告させ
ていただきたく思っております。
肌寒い季節がやって参りますが、くれぐれもお身体
に気をつけて健やかにお過ごしください。
今後ともどうぞ
よろしくお願い致
します。
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大阪河内ワイズメンズクラブ

ニ コ ニ コ 語 録 集 (９月例会 から)
収録・成文
望月 強
▼横田憲子会長： 福田智也メン（ＥＭＣ事業主査）
、
恵美奈博光メン（大阪サウスクラブ）例会にご出席有
難うございます。おかげさまでＥＭＣについて河内ク
ラブの皆様のスピーチを聞く事が出来ました。それぞ
れの方の YMCA との繋がりを知ることが出来ました。
サンホームがオープンになりお顔を合わせられるよ
うになりましたら EMC のお誘いもできたらと思ってい
ます。
▼望月強：他クラブからメールでブリテンの送付案内
にダーウィンの進化論がありました
「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生
き延びるのでもない。唯一生き残るのは変化できるも
のである」今、河内クラブのＥＭＣに大事なことは変
化ではないだろうか。
▼宮本桂子：我が家ではお祝い事がありまして先週 9
月 11 日下から 2 番目の娘が無事結婚します。男の子
は 3 人もいますが、その子に継いでもらう事になりま
す。娘３８歳・婿３１歳になります。
▼中西進泰：私どもも嬉しい事が有ります。私の息子
がようやく結婚します。息子 36 歳娘さんは 26 の娘さ
んをお嫁に迎えます結婚式はまだです。議員活動 3 期
目です。出来る限りできることはやりたいと思ってお
ります。環境問題について取り組みます。
▼丸尾初子メネット：ゲストに福田さんと恵美奈さま
に来ていただきましてありがとうございます。コロナ
禍ですので、ワイズの関わる話題も主人と二人で話を
するぐらいです。 福田様から EMC について色々とお
話を聞かせて頂きましたありがとうございました。1
日も早く対面で例会が持てますように祈っています。
▽恵美奈博光 サウスクラブ：宮本さん中西さん望月
さんおめでとうございます。今日河内のラインによる
ズーム例会に参加して、参考になりました。中西さん、
クラブ例会でお話しされる時がありましたら出席い
たしますので宜しくお願い致します。
▽福田智也 ＥＭＣ主査：趣味でメダカの飼育をやっ
ています。また対面のお会いする機会があれば、ホー
ムページとかネットとか趣味の話をイッパイしたい
とと思っています。
▼望月治子メネット：河内クラブのメネット会にお音
楽会を開いて頂き有難うございました。私の孫も結婚
いたしました。式は挙げていませんが結婚いたしまし
た。
▼大藪暢子メネット 司会：今日はおめでたい話は出
て華やかな雰囲気でした。他クラブから、お客さんを
お迎え出来ありがとうございます。リモートの例会の
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司会を超アナログ人間いたしました。早く対面例会が
出来たら良いと思っております。マスクをして喋って
はりますが、次にお目にかかる時はマスクを外して綺
麗になっておきます。
▼大塚由美 担当主事：未来を築く力強い子どもたち
を、家庭、地域社会と共に育むためにも、
「ユースリ
ーダー安全支援金」へのご支援をよろしくお願いいた
します。現在、サンホーム 1 階を多世代交流スペース
として改装中です。次月以降のブリテンで紹介させて
いただきます。
▼藤井敬子：2 回目のコロナワクチン接種、無事終わ
りました。元気にしています。
以上

10 月・11 月 大阪河内のカレンダー
10 月 1 日～5 日 光輪会書展 中西如空（進泰）
ギャラリー香（松竹座向側）
10 月 7 日(木) ブリテン発送日
10 月 17 日(日） 阪和部ＥＭＣシンポジウム
13：00～16：00 ZOOM のみ
10 月 21 日(木） 河内クラブ第 1 例会 会場未定
10 月 24 日(日) 奈良ＹＭＣＡチャリティラン
平城宮跡
10 月 28 日(木) 河内クラブ役員会 会場未定
10 月 30 日(土) 第 2 回阪和部評議会
13:30～15：30 和歌山ＹＭＣＡ
11 月 4 日(木) ブリテン発送日
11 月 9 日(火) 第 5 回阪和部チャリティゴルフ
岬カントリークラブ
7：30 現地集合 スタート 8：00
11 月 18 日(木) 河内クラブ第 1 例会 会場未定
11 月 25 日(木) 河内クラブ 役員会 会場未定

Happy Birthday
今月の該当者はございません 新入会員に期待
会員数（担当主事含む）
（広義・特別メネット会員）
会員 9 月例会出席者数
メークアップ者数
9 月の出席率
ゲスト・ビジター出席者数
メネット・コメット出席者数
9 月例会出席者総数
9 月例会充足率
9 月役員会出席者数
9 月例会ニコニコ・ファンド
ニコニコ・ファンド累計

9名
2名
6名
1名
75.0 %
2名
3名
11 名
100 ％
5名
￥----￥8,000

編集後記 : 紙面の都合で掲載出来ない画像もあり
ました。緊急事態宣言の解除、ご健勝を祈ります。

４

