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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」
巻頭言 「ゴミ問題に思う」
いいいいい
宮本桂子
河内クラブの１０月のスピーチはメンバーである中
西メン（現東大阪市議）によるゴミ分別収集につい
てでした。
人々が生活していく上で、ゴミは必ず出るものです
が、重要なことはいかにゴミを減らすかという事で
した。ゴミが減れば、ゴミの焼却の量が減り、結果
的に CO2 の削減につながるのだそうです。
地球温暖化に拍車をかけているのが CO2 の問題であ
ることは、みなさんもご存知のことでしょうし、温
暖化によって大変な被害にあわれている人々が沢山
いらっしゃる事はテレビや本で知る事が出来ます。
いいいいいいい
しかし、私自身は日本の中で生活していてなかなか
実感として捉えていないのが本音です。
最近、私を含め私の周りでは、お茶を買わずに自分
の水筒に入れて来る人が増えて来ました。理由は別
にあるのかも知れませんが、これもゴミを減らす事
につながっていると思います。
中西メンによる対策の１つとして、生ゴミの排出の
減少を行なうという事がありましたが、台所から出
る生ゴミも水分を減らせれば、焼却するのに必要な
燃料が減り、それが CO2 を削減するという話に私の
心がゆさぶられました。
私は、CO2 の問題は行政や会社などどこか遠いとこ
ろでなされる大きな対策だという風に感じていまし
たが、家庭という小さな単位でも努力できることな
のだと強く感じました。
それを実現するために、中西メンは生ゴミを乾かし
ているという事ですが、それなら私でも出来ると思
います。小さな事だと思いますが、その積み重ねが
大きくなると信じます。
ワイズメンの皆さんなら、こういう取り組みには積
極的になされると思います。
家庭の中でのゴミの減量に挑戦してみようではあり
ませんか？
いいいいいいいいいいいいいいい

今月の聖句 ローマの信徒への手紙 12 章 15 節
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」
イエス・キリストの誕生・それは、人間の生
き方を具体的に示されるために、神が人のか
たちをとって現れたことを意味します。この
聖句はクリスマスの本質的なメッセージです

12 月強調月間

ＣＥ

Ｈ

「お互いに共に愛し合い、奉仕しましょう。
」ワイズ
の活動は、愛をもって、奉仕活動することです。奉仕
される人を想いやり、寄り添い活動しましょう。
川口 恵 クリスチャニティ委員長

（名古屋クラブ）
2022 年はワイズメンズクラブ国際協会の創立 100
年です。先人に想いをはせるとともに、新たなヒス
トリーを築いていきましょう。
濱田 勉 ヒストリアン（奈良クラブ）
【 12 月クリスマス例会プログラム 】

●

●

東大阪地域リーダー会＆大阪河内合同の集い
日時 ：12 月 15 日(水) 17：00～18：00
会場 ：ＹＭＣＡサンホーム １階 ロビー
司
会
丸 尾 欽造
5：00 開会点鐘
横 田憲子
05 参加者紹介
司 会 者
10 降誕祭奨励 日本基督教団 小阪教会
牧師 中西真二 様
25 リーダーの時間 ・子ども広場と一緒！
40 プレゼント
河内サンタさん
50 ティータイム
55 閉会
●

●
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２０２１年 11 月例会報告
報告 望月 強
日時 2021 年 11 月 18 日（木曜日） 18：30～19：30
場所 ＹＭＣＡサンホーム 1 階ロビー
出席者 メ ン： 佐古至弘、藤井敬子、丸尾欽造、横田
憲子、大塚由美、望月強
メネット：大藪暢子、丸尾初子、望月治子
コメット：中川陽莉
ビジター：山佐亜津子（なかのしま）、今井利子
（なかのしま）、下村崇史（サンホーム）、清家球
平（サンホーム）
●会長の時間：サウスクラブの吉田さんから 12 月 3 日に
大阪を離れます。河内クラブの皆様には色々な楽しいワ
イズライフの思い出を作って頂きまして、ありがとうござい
ます。とメールが届きました。
●下村崇史様より福祉のことについてお話を頂きました。
私たちに合わせて大きな字で書かれ、穴空きが一杯のレ
ジュメを頂きました。穴埋めの問題は講師の指名により回
答しなくてはなりません。
●日本は世界で比べてもトップクラスの長寿クラスです。
100 歳越えの老人が 60 年前には 153 人だったのが現在
は 8 万 5 千人となり超長寿国に、その多さにビックリ長高
齢者社会である事を自覚させられました。
●家族構成も 3 世代同居から核家族になりました。介護
をするのは一家の女性が担っていました、今は老人介護
設備有りそれを担っています。制度も措置制度から契約
制度に変わりました。とは言え核家族化が進み認知症 3
世代。老人が老人を支える老々介護、認知症の人が認
知症老人を支えるニンニン介護まであります。介護はキ
ツイ汚い危険の 3Ｋです。
～皆さまにご協力いただきたい事、考えてほしい事～
地域の方々と日頃から積極的に交流する事は大切です。
自分だけでどうしていいかわからなくなった時や介護に
ついてわからなくなった時は地域にある地域包括センタ
ーに相談して下さい。
●インフォメーション
丸尾書記：☆阪和部評議会において、クラブに持ち帰っ
て検討する課題があります。「部長活動費捻出の為に阪
和部費の値上げ（￥1500/年間）」についてご意見を寄せ
てください。（11 月号ブリテン参照）
横田会長 ☆阪和部メネット会の立ち上げ.
☆河内クラブ 12 月クリスマス例会の日時変更 12 月 15 日
水曜日になります。東リーダ会と子供ひろばとワイズの合
同クリスマス例会です
●ＹＭＣＡニュース
☆ＹＭＣＡサンホームの使用方法も徐々に改善できるよう
になりました。☆クリスマス献金のお願い。☆延期された
チャリチィランは鶴見緑地、3 月 20 日に実施されます。☆

明日、大阪ＹＭＣＡ大会がオンラインにて開催されます。
●ニコニコ・人事語録はありません時間の関係で献金の
みを行いました。 （金額 8、500 円）

以上
開会挨拶をされる横田憲子会長

聖句朗読の望月治子メネット

高齢者福祉の現状について語られた下村崇志さん

YMCA サンホーム交流広場の会場風景
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
第 6 回クラブ役員会報告
書記 丸尾欽造
開催日時：2021 年 11 月 25 日（木）18：30～19：30
会議場 ：ＹＭＣＡサンホーム １階ロビー
出席者： 宮本桂子、望月 強、大塚由実、丸尾欽造、
【協議事項】
１．12 月例会 ＣＥ＆ Ｈ 強調月間
・日時：12 月 15 日(水)17：00～18：00
（リーダ会、子ども広場との調整で変更）
・ 会場：サンホーム一階 ロビー
・ 使用基準：準備・片付け含め 60 分以内。参
加者は 22 名以内。マスク着装・検温で 37.5
˚C 以上は不可。
・ 参加者推定 ：リーダー６名、子ども広場 4
名、ワイズ関係 12 名
・ プログラム案
5：00 開会点鐘及び会長の辞
:05 参加者紹介
：10 クリスマス奨励（中西牧師小阪教会）
:25 リーダーの時間（東地域リーダー）
:40 プレゼント（河内ワイズより）
：45 テータイム （コーンスープ、など）
:55 閉会
・準備担当：リーダー関係（望月）、プログラ
ムカード（宮本）、ドリンク・プレゼント（横
田）、中西牧師案内状（佐古・丸尾）
・受付：藤井敬子、望月 強 司会：丸尾欽造
聖句：丸尾初子
ニコニコ： メネット
２．1 月ブリテン担当確認
巻頭言：横田憲子 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 ウエルネス ニュース ： 切通ウエ
ルネス事業部
原稿締切日：12 月 29 日（水）丸尾まで
３. 第 7 回役員会 12 月 9 日 (木)18：30－19：30
サンホーム
４．阪和部会則変更について
・「部則の変更」第 14 条 新年合同例会ホスト
クラブ条項の変更は、未了。
・「部則施行細則変更」第 6 条 部会費 年額
2000 円を 3500 円とする件、は役員会レベ
ルでは原案に反対意見。
５. 次期クラブ役員の被推薦者確認
・会長・副会長・書記・会計の
現時点で、異議なし。
[報告事項]

１．阪和部新年合同例会のご案内
日時：2022 年 1 月 15 日(土) 12：00～14：30
３
場所：ホエルグランビア和歌山 会費：１万円
ゲスト：Happy Twins (ヴァイオリン デュオ)
申込締切：2021 年 12 月 22 日(水)17：00
申込先：㈱トラベルフアイブジャパン担当・谷川
クラブ単位でまとめてＦＡＸまたはメー
ルで（ＦＡＸ06-6253-0679）
ホストクラブ：大阪泉北ワイズメンズクラブ
２.奈良クラブ 70＋1 周年記念例会
出席登録者の確認
日時：2022 年 2 月 5 日(土)10：50～14：30
場所：奈良ホテル
登録費：￥10.000
登録締切日：1 月 5 日 （クラブ単位で登録締
切日までに振込むこと。1 月 5 日
以降のキャンセルは不可）
希望者は、会費を添えて横田憲子会長まで。
３．阪和部会ご案内
日時：2022 年 2 月 27 日(日)10：30～16：00
場所：和歌山ＹＭＣＡ
会費：￥5.000
４．大阪長野クラブ 45 周年記念例会ご案内（第 1 報）
日時：2022 年 4 月 2 日(土 )13：30～
場所：河内長野市立市民交流センター
KICCS イベントホール
５．大阪南ＹＭＣＡ・ファミリーカーニバル 報告
11 月 3 日(水・祝) 主催：大阪サウス・
大阪泉北。 応援参加：大阪河内から
リンゴ 2 箱（・横田憲子）、東映の仮面
ライダー「お楽しみ袋」50 セット提供。
参加者：横田憲子、宮本桂子、丸尾初子、
丸尾欽造
６．阪和部・第 3 回 ZOOM 会議 報告
日時：11 月 24 日(水)19：00～20：30 開
催された。
協議提案事項 ①部長活動費用予算化
の件 ②新年合同例会ホストクラブに
ついて ③阪和部メネット会の立ち上
げについて、その他、リーフレット、部
則、ホームパージ、等々について協議
された。詳細は、別途資料。
７.第 3 回東西日本区交流会 プログラムアイデア・
提案募集の お願い
・皆さんの提案・応募をお待ちしています。
締切日：2021 年 12 月 31 日
・開催日：2023 年 2 月４日～5 日
場 所：ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
以上
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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以上
いつもリーダー活動をご支援してくださり、
ＹＭＣＡサンホーム ニュース

ありがとうございます

担当主事 大塚由実（施設長）
10 月より、サンホーム入居者の方への面会、喫茶ボラ
ンティアによる活動、介護予防教室を数ヶ月ぶりに再開
しました。活動場所や時間、人数等、一部制限はしてお
りますが、今後も徐々に活動を拡げていく予定です。こ
れからも多世代の方が集える場所となるように取り組ん
でいきます。

福木実（くっきーリーダー）
初めまして、今年から東地域のリーダーとして新
しく入らせていただきました、くっきーリーダー
です。いつもリーダー会を支援して頂きありがと
うございます。
今月のリーダー会も対面で行うことが出来、リー
ダー同士顔を合わせて話し合う機会をもてまし
た。11 月のリーダー会では、東大阪地域 4 年目の
あさリーダーから「ボランティアを行う意義につ
ニ コ ニ コ 語 録 集 (10 月例会 から)
いて」お話を聞きました。周りにはバイトをして
収録・成文
望月 強
いる大学生が多いこともあり、YMCA でのボランテ
ィアについて「稼げないのになんでするの？」と
か、「めんどくさくないのか」とネガティブに捉
われてしまいがちです。しかし、あさリーダー自
身は子どもと関わる中で、子どもの成長を共に喜
び、一緒に全力で遊ぶことが楽しいからという理
由をもち、活動をしているとお聞きしました。他
のリーダーたちのボランティア活動に対する思い
を聞くことができて、とてもいい時間となりまし
た。
第 2 部ではリーダー活動をしている上での楽しか
ったこと、困ったことなどを話し合いました。私
は 1 年目で分からないこともたくさんあったため、
この機会に困っていたことなどを、先輩リーダー
に相談することもできました。受けたアドバイス
や話し合ったことから次の活動に向けて、どう繋
げていくかを考え、子どもたちと接していきたい
です。

コロナ感染拡大により延期しておりました第 26 回大
阪 YMCA チャリティーラン 2021 開催が、下記の日程に
て決定しました。是非、ご参加をお願いします。
日 時：2022 年 3 月 20 日（日）10:00～14:00
（受付時間 10:00～12:30）
申込締切：は、２０２２年１月３１日（月）
受付会場：花博記念公園鶴見緑地 パーゴラ広場

毎年、皆さまには、大阪YMCAクリスマス献金にご協力
をお願いしています。国際協力募金、個別支援プログラ
ム支援金、国際奨学金支援金、国際協力活動支援金、
青少年育成活動支援金として活用させていただいてい
ます。ご支援よろしくお願いいたします。
献金期間 ： 2021 年 11 月 15 日（月）～2022 年 1 月
31 日（月）
ＳＤＧｓ１３ 気候変動に具体的な対策を
① 「地球温暖化問題とは」
私たちの社会はそれぞれの地域の気候を背景にか
たちづくられています。その気候が、地球規模で、私

寒くなってきましたが、お身体に気をつけてお過
ごしください。

たちが経験したことのないものに変わりつつありま
す。
現在の地球は過去 1400 年で最も暖かくなっていま
す。この地球規模で気温や海水温が上昇し氷河や氷床
が縮小する現象、すなわち地球温暖化は、平均的な気
温の上昇のみならず、異常高温や大雨・干ばつの増加
などの様々な気候の変化をともなっています。その影
響は早い春の訪れなどによる生物活動の変化や、水資
源や農作物への影響など、自然生態系や人間社会にす
でに現れています。将来、地球の気温はさらに上昇す
ると予想され、水、生態系、食料、沿岸域、健康など

野外で活動のくっきーリーダー（左）

でより深刻な影響が生じると考えられています。
これらの地球温暖化に伴う気候の変化がもたらす
様々な自然・社会・経済的影響に対して、世界各国と
の協力体制を構築し、解決策を見いだしていかなけれ
ばなりません。これが地球温暖化問題です。

→

横田会長の主題にあるＳＤＧs13「気候変動」への
問題意識をもって、知識を深め、私たちに実践できる
ことへの取り組みを進めて行きましょう。
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リポーター ： まるおきんぞう
大阪南 YMCA 恒例の「ファミリーカーニバル」は、大阪サ
ウス、大阪泉北、両クラブの熱い思いが実を結び、１１月3
日、２年ぶりに開催された。
今回のプログラムは大幅に修正され、会場実施とする
ものと、ライブ配信、オンデマンド配信など、従来のイメー
ジとは異なる形で構成されたものであった。会場実施とし
ての対面プログラムは、「ファミリースイミング」、「フィジカ
ルチャレンジ」、「ミナミミニバザー」、「ミナミマルシェ」など
が整えられていた。いつも賑わい楽しんでいた模擬店の
グルメや留学生のアイデアに富んだ文化色濃いプログラ
ムなどがなかったことは残念であったが、地域の方々や
スタッフ、リーダー、ワイズメンが交流する場を持つことが
できたことは大きな喜びであった。
さて、１階では、大阪泉北クラブ出店の「ミナミマルシェ」
がロビー正面でスーパー並み？の店構えで皆さんを迎
えていた。季節感あふれる新鮮野菜、旬の果物がモザイ
ク模様に盛られていて、その一つひとつが「参加者」に見
えてくる。立派な主役だ。適材適所にワイズが配置につ
かれて、開店を迎える。長老の M さんが店長さんらしくセ
ンターの席を温めていた。N さんが呼び込みで「シャイン
マスカットを買って」と声をかけていた。おいしいブドウで
あった。訪問された小川総主事もお買い物されていた。
おねだりして、販売体験もしていただいた。世代に関係
なくお買い上げいただいたようだ。閉店間際、見事な完
売の裏技を見せてくれたのはさすが。SDGｓ12 の精神を
感じる。
青果店の隣に活魚店があった。福田ワイズ（大阪長野）が
飼育されているメダカを販売されていた。刺身にできな
いが立派な活魚だ。ひと揃えを買って帰途サンホームに
届けた。
１階の多目的室は「ミナミミニバザー」。老舗の大阪サウス
の本店。少女たちがあれこれ陶器を見ながら鑑定？し
ていた。お宝か。寄り添って優しく対応されていた A さ
ん。「入館者数が少ないのでなかなか売れませんわ
ぁ、」と、ある方の本音も。大物が売れると笑顔の連鎖。
「フィジカルチャレンジ」は、輪投げ、大きなボール投
げ、フロアカーリンク、フットボウリングなどのコース巡り
の合計得点で色々なお土産がもらえるゲーム。 笑顔
や緊張するキッズの様子を楽しく見せていただいた。
河内クラブからお届けした「お楽しみ袋」を手にされて
いたファミリーにシャッターを切った。
大阪の阪和部 4 クラブが久しぶりにそれぞれの形で
YMCA プログラムに奉仕参加できたことは明るいニュ
ースであり、今後につながるキックオフとして新しい年
を迎えたい。大阪河内からの参加者は、横田憲子（リン
ゴ箱提供）、宮本桂子、丸尾初子、丸尾欽造の４名。
以上

５

大阪泉北の青果店は各地の名産品でいっぱい

河内の参加者も開店前のお手伝い

サウス名物のバザーで手慣れた活動を展開
アクア・ウオッチ
アジアのバッグを
買って支援する
宮本さん

メダカ屋さんに早変
わりの福田さん。珍し
い品種もありました
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Merry
Christmas

12 月 9 日(木)

第 7 回役員会 18：30～19：30
サンホーム 1 階
12 月 15 日（水） 第一例会 クリスマス例会
17：00～」18：00
サンホーム 1 階
１2 月 20 日（月） ブリテン原稿締切日
12 月 22 日（水） 新年合同例会登録締切日
17：00 谷川さん迄
１２月 23 日（木） ユースリーダーの日の集い
礼拝 18：30～19：00
研修 19：00～20：30
大阪 YMCA 2 階
１月 5 日（水） 奈良クラブ 70 周年登録締切日
１月 15 日（土） 阪和部新年合同例会
受付 11：30～
例会 12：00～14：30
ホテルグランビア和歌山
会費 ￥10,.000
1 月 20 日（木） 第一例会 18:30～19：30
サンホーム 1 階
1 月 27 日（木） 第 8 回役員会 18：30～19：30
サンホーム 1 階

会員数（担当主事含む）
（広義・特別メネット会員）
会員 11 月例会出席者数
メークアップ者数
11 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
11 月例会出席者総数
11 月例会充足率
11 月役員会出席者数
11 月例会ニコニコ・ファンド
ニコニコ・ファンド累計

Happy Birthday

9名
2名
8名
0名
87.5 %
4名
4名
17 名
212.5 ％
5名
￥8.500￥30.000

１２月 ５日

大 塚 恵 子 さん

１２月２５日

横 田 允 宏 さん

編集後記 ： ブリテン担当になって、クラ
ブの中がとてもよく見えるようになりました。
コロナ感染症は一定の収まりを見せかけてい
ましたが、活動は今なお停滞しています。しか
しクラブも呼吸を止めることなく新しい年を
迎えることとなりました。一人ひとりが、目の
前の課題に向けて一歩ずつ前進することがで
きますように、心を寄せ合って活動できますよ
うにお祈りいたします。ご協力に感謝して。
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