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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
いいいいい

大塚由実

今月の聖句 旧約聖書イザヤ書 46 章４節
わたしは、あなたたちを造った。
わたしが担い、背負い、救い出す。

「これからも ともに歩む」
YMCA はボランティア精神に根ざし、活動を支えるボラン
ティアとスタッフが共に手を携えているボランティアア
私達を造り出されたのは（神さま）である。従って、
どんなに困難な時でも（神さま）は私達に力を与え、
ソシエーションです。YMCA が実施するプログラムは多く
救い出してくださる。2 月を迎え、相変わらず「オミ
のボランティアによって支えられています。その中でも
クロン株」が猛威を奮っているが、光が差し込む明日
ワイズメンズクラブは、1922 年に米国のトレド YMCA の青
への希望を胸に、活動の日に（しっかりと）備えたい。
少年活動を支援する社会人クラブとして発足して以来、
松岡虔一牧師
約 100 年にわたり社会貢献活動を行っておられ、その目
的は先ず YMCA の活動のサポートであり、各地域において
YMCA のプログラムや活動を長い歴史の中で支え、ともに
２月の強調月間
ＴＯＦ
歩んできていただいています。感謝の一言に尽きます。
飢餓に苦しむ人々の為に、例会の食事を抜きその
いいいいいいい
一般的には、ボランティア活動が活性化したのが、1970
分の金額を支援しましょう。
年代以降の国際社会や高齢化問題などの関心の高まりか
河原正浩（京都トップスクラブ）
らでした。特に 1995（平成 7）年の阪神・淡路大震災で
全国から多くのボランティアが駆け付けたことから、ボ
●
●
ランティア元年ともいわれ、1 月 17 日は、「防災とボ
【２月例会プログラム】
ランティアの日」としても位置付けられています。かつ
ては「ボランティア=奉仕」の考えのもと、人に対して奉
日時：２月１７日（木）18：30～19：30
仕・慈善活動という認識で、奉仕感・使命感が強い傾向
会場：LINE によるリモート
にありましたが、近年は、子どもや高齢者、障がい者が、
司会
宮本桂子
ともに生き、ともに学び、ともに育ち、ともに暮らして
開会点鐘
会長 横田憲子
いくために「何かをやりたい」と思うことを主体的に行
ワイズソング
一同
う活動へ意識が変革し、「自分のできることをし、自分
聖句拝読
望月治子
自身を向上させる」という考え方になってきました。
YMCA は、人を育み、そして繋げる組織です。YMCA プログ
ゲスト・ビジター紹介
司会
ラムを通じてともに支えあい、協働していく中で、ボラ
「福祉入門編」
大塚由美
ンティアとしてやるべきことが見つかる。地域の人々や
次期役員了承
多世代、様々な人とつながる。そして、自分自身や地域
インフォメーション
社会がよくなっていく。まさに、互いの存在や個性を認
誕生日お祝い
該当の方
め合い、高め合うことのできる、善意や前向きな気持ち
ニコニコアワー
一同
によってつながるポジティブネットではないでしょう
ラインでのリモート例会
YMCA の歌
一同
か。ワイズメンズクラブの皆さまと、これまでも、そし
てこれからも YMCA の最も強力なサポートクラブとして豊
閉会の辞
副会長 宮本桂子
1
かな社会を目指すパートナーとしてともに歩んでいきた
●
●
いと願っています。

1 月例会報告

・1 月例会報告・

なくそうという目標達成のために同金庫とコラボレ
ーションでイベントをしました。

望月 強

○聖句朗読を丸尾初子メネット、続いて丸尾金蔵メン

日時 2022 年 1 月 20 日（木）18 時 30 分～19 時 30

の近況についてお話いただきました。

LINE による リモート例会
出席者 メン

12 月 30 日のお昼前にくも膜下出血で急遽入院いたし

：横田憲子・宮本桂子・大塚由実

ました。直ぐに手術をしていただきまして集中治療室

・望月強

に入りました。15 日前には一般病棟の方に移ることが

メネット：丸尾初子・望月治子

出来まして今は点滴もなしで自由に歩けるようでご

○ＹＭＣＡサンホームがコロナ感染拡大によりロビ

ざいます。コロナのことがありまして病院に面会もで

ーが使用できなくなり、急遽ＬＩＮＥを使用したリモ

きませんので、最近は動画で送っていただきそれを見

ート例会になりました。

ることができます。現在はリハビリをしております。

○横田会長により開会点鐘はご自宅の鐘を打ち鳴ら

皆さんのお陰で日々良くなっておりますのでありが

し開会点鐘・開会挨拶。

とうございました。回復に向かっています。

○カセットによるワイズソング、各自斉唱する。

○報告事項：役員選挙は 2 月に延期します。奈良クラ

○横田会長から SDGs の話、特にごみ問題を取り上げ

ブの周年記念はなくなりました。長野クラブの周年記

発題されました。

念のアピールに白井メネットが来られる予定ですが

○この2年間余りワイズの外出が減り自宅で過ごして

見直しました。

いる時間が増えゴミも増えています。時間をかけなが

○YMCA の報告コロナ感染が多くなりました故、入

らラベルをはがし洗っていると主人が「ビルのゴミは

居者の面会も中止しております。

何でも持って行ってくれる」この言葉を聞き SDGs の

チャリティーランの締め切りが近づいていますので

目標を変えることを検討しなおしました。皆さんは如

エントリーをよろしくお願いいたします。

何されていますか。

○今月の誕生祝いは会長のお祝いのメッセージを頂

○「プラスチックゴミは小さく切ってゴミに出してお

きました。（記念品は後ほど）

ります。ゴミを減らす努力をしております。」「生ご

○宮本副会長の閉会宣言により終了しました。

みは堆肥にしようとしてバケツ等に入れて貯めてい
ます。」「大根は皮まで細かく切り煮炊きものにして
頂きます。」「干し大根にして戻しても美味しいし保
存食としても良い」「レモンの皮とかミカンの皮など
は干してお風呂の入浴剤として使っております」「ペ
ットボトルはまとめてスーパー等の回収ボックスに
入れるようにしております」「大根・人参は皮ごと食
べます。皮まで食べるのでゴミはあまり出ませんし栄
養豊富です。」「お野菜なんかはカラカラにして小さ
く切って、主人のやっている農園の方に持って行って
肥料にしています」
○サンホームの SDGs の取り組み、外部より多くのフ
ァックスが来ます、その裏地の白い紙は再使用するた
めに内部資料を使う時に有効に使用しています。サン
ホームの食材について食生活でロスの出ないように
しています。大阪 YMCA では 13 番目の気候変動に
取り組んでいます。パートナーシップで目標を達成し
よう。
○宮本さんは障害者福祉の事業をしているが、大阪商
工信用金庫からの提案で 10 番目の人や国の不平等を
2

第８回クラブ役員会報告

伺い、皆様によろしくお伝え下さいと嬉しいご
伝言を頂きました。

横田憲子

４． ３月５日 YYY フォーラム 南 YMCA

開催日時：２０２２年１月２７日（木）

13：00～16：00

１８：３０～１９：３０

５． 部則改正されていますので、阪和部ホームペー

リモート出席者：大藪暢子メネット・宮本桂子・望月

ジでダウンロードしてご覧下さい。

強・大塚由美・中西進泰・横田憲子
［協議事項］
１， ２月例会
・日時：２０２２年２月１７日（木）

・サンホームニュース・

１８：３０～１９：３０
・自宅でのリモート

大塚由実

・プログラム
A 大塚由美主事より「福祉入門編」

昨年 10 月より、サンホーム入居者の方への面会

B 次期役員了承

や喫茶ボランティアや介護予防教室等の活動、ワイ

司会：宮本桂子

聖句朗読：望月治子

ズメンズクラブ例会等を再開してきましたが、急激

２， 大阪 YMCA チャリティーラン
助成金締め切り

な感染者数拡大に伴い、活動制限をせざるを得ない

１月３１日

状況となりました。皆さまと集える機会が増え、と

１チーム４，０００円 5 チーム分助成する

もに歩むことができると喜んでいたのに、非常に残

参加申し込みは大塚主事にお願いする

念でなりません。これからもコロナに負けず、多世

３，3 月号ブリテン担当
巻頭言：丸尾初子

代の方が集える場所となるように取り組んでいき
例会報告：望月強

役員

ますので、引き続きのご支援をよろしくお願いいた

会報告：横田憲子
YMCA サンホームニュース：大塚由美

します。
ウェル

ネスニュース：切通菜子
リーダー報告：リーダー
原稿締切 ２月２５日（金） 送付先 宮本桂子
担当
４， ブリテン記事に新しく中西進泰メン（東大阪市
議員）の「東大阪市便り」（仮題）というコー

◆ピンクシャツデーラン開催

ナーを設けて市民に役立つ事を載せてはどうか

「スポーツクラブ NAS」といじめについて考える

というねらいで合意を得た。４００字程度で始

マラソンイベントを開催します。ウォーキングでの

めてみることにする。

参加も OK! “いじめをなくす” ために私たちがで

［報告事項］

きることを、楽しみながら考えましょう！

１． 阪和部 部会中止となりました

【開催日時】2022 年 2 月 23 日(祝・水) 9:30～15:00

２． 大阪長野クラブ ２０２２年４月２日（土）周

※雨天決行

年記念

一斉スタート時間

３． 丸尾欽造メンより直接、横田メンに電話あり、

①9:30～ ②11:30～ ③14:30～

お元気な声でリハビリに励んでおられる様子を

※9:30～15:00 までお好きな時間に来ていた
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だき、受付・参加も可能です。
【会

向けて取り組んだことにより、より一層、この活動

場】大阪城公園特設コース

への想いが強くなりました。私は、子どもたちにと

【参 加 費】幼児：500 円 小学生以上：1,000 円

って家族や学校以外のコミュニティーがあること

（ロッカールーム利用料込）
【対

は大きな心の支えになると思います。私は、いつも

象】ご家族・友人・団体など、どなたでも

ありのままの自分を受け入れてくれて、全員が心地

参加可能です。※小学 3 年生以下は保護者

よい居場所を作れるかもしれないと、東大阪地域リ

同伴

ーダー会にいると感じることができます。子ども広

【持 ち 物】運動に適した服装 ピンク色の服装や

場をもっとたくさんの人から愛される場所にした

小物などをご持参またはご着用ください。

いです。このような私たちの想いを STAGE17 で
たくさんの人に知っていただくことができ、とても
良い機会になりました。この機会を与えてくださっ

参加お申し込み 2022 年 1 月 24 日(月) 10 時～
下記の URL または QR コードにてお申込みください。

たことに本当に感謝しています。

https://bit.ly/33Uvv9s

※当日参加も可能ですが、事前申し込みのご協力をお
願いいたします。
※コロナ感染拡大防止のため、参加時の検温にご協力
ください。
※万が一、ケガなどがありましたら、応急処置手当を
行いますがご自身での保険の加入をお願いいたしま
す。

・リーダー会ニュース・

○プレゼンテーションを行う あさリーダー

東大阪地域リーダーの西井麻子（あさリーダー）
先日、STAGE17 という若者が社会問題に対し
てプレゼンテーションを行うイベントに参加して
きました。私は放課後の子どもの居場所が少ないこ
を社会問題とし、私たちの地域活動である「子ども
広場」について発表しました。子ども広場は 2020
年 2 月に活動を自粛することになりました。
私たち
にとっても当たり前にある居場所でしたが、活動を
自粛してから再開に向けて動き出すに当たって、活
動の背景や目的、今後の展望など、活動のことを改
めて考えることになりました。東大阪地域リーダー
会でこれらの課題をみんなで話し合い、活動再開に
4

」

・中西のぶひろの「なの」情報箱・

■「なの」って、何なの？

新しい生活様式

東大阪市議の中西のぶひ
ろです。これから毎回、ブリ
テンの片隅で連載させてい
ただくことになりました。
「なの」は、
「なかにし」
「の
ぶひろ」の頭をとったもので
すが、「ナノ」という長さの
単位ともかけています。1 ナ
ノは 10 億分の 1 メートルと
いう、とてつもない小さな単位ですが、地球規模か
らみるとてつもなく小さな存在である私たち一人
ひとりの声を大切にして、それを積み上げる政治を
目指したいという思いを込めて「なの情報箱」と名
付けさせていただきます。東大阪市議ですので東大
阪市の情報が中心となりますが、できるだけ広く皆
さんに興味を持っていただけるような話題を心が
けますので、よろしくお願いいたします。

マスクを着用しましょう

■東大阪市の情報が、ラインで
見れるようになりました
12 月 1 日に「東大阪市ＬＩＮＥ公式アカウント」
が開設されました。登録は簡単！QR コードを読み
込んでいただくだけでＯＫです。市からの情報がラ
インで発信され、また防災、子育て、ゴミ出しの情
報など、自分で選んで受け取ることができ、また行
政手続きを手軽にお手持ちのスマートフォンやパ
ソコンで調べることができて大変便利です。登録数
も約２カ月で２万３千人と、急激に増えています。
私も早速スマホとパソコンに登録して市とライン
でつながり、ゴミ出しの日など自分が選ぶ情報につ
いて、前の日にお知らせがあったりするし、道路の
陥没について写真を撮って市に連絡したりしてい
ます。行政と市民が双方向で身近にやり取りができ、
確実に新しい時代が到来したことを実感していま
す。

東大阪市ライン QR コード

1. 2 メ ー ト ル の 間 隔 を 空 け ま し
ょう
2. 手 洗 い ・ 消 毒 を し ま し ょ う
3. 検 温 を し ま し ょ う
4. 3 密 (密 集・密 閉・密 接 )を 避 け
ましょう
5. 換 気 を し ま し ょ う
6. テ イ ク ア ウ ト ・ デ リ バ リ ー を
活用しましょう
7. オ ン ラ イ ン を 活 用 し ま し ょ う

新しい生活様式の実践例
新型コロナウイルス対策を検討する
国の専門家会議は、感染予防のため、
市民それぞれ取組んでほしい「新しい
生活様式」の実践例を公表しています。
感染がいったん落ち着いても、再び流
行が起きる恐れがあり、長丁場に備え
て「新しい生活様式」に切り替える必
要があります。
（東大阪市ラインより抜粋）
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Happy Birthday
２月・３月 大阪河内のカレンダー
丸尾欽造

2 月 27 日

この度は、思わぬ病の発症で、皆様に大変ご
迷惑をお掛けいたしました。奇跡と奇跡の橋渡
りではございましたが、多くの方々のお励まし
によりまして、本日、退院することが出来まし
た。
今しばらくリハビリを重ねて、お会いできま
す日にむかいたいと思います。
取り急ぎ、感謝とご報告とさせていただきま
す。
丸尾欽造

２月６日

ブリテン発送日

２月１７日

第１例会（リモート）

２月２３日

ピンクシャツデー２０２２

２月２４日

第１０回役員会 会場未定

３月５日

ブリテン発送日

３月１７日

第１例会 会場未定

３月１９日

リーダー感謝会

３月２０日

チャリティーラン

３月２４日

第１１回役員会 会場未定

員数（担当主事含む）

9名

（講義・特別メネット会員）

２名

会員 1 月例会出席者数

４名

メークアップ者数

０名

１月の出席率

57.1%

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

２名

１月例会出席者数

６名

１月例会充足率

66.7%

１月役員会出席者数

６名

１月例会ニコニコ・ファンド
ニコニコ・ファンド累計

編集後記 ：
コロナの新しい株が猛威を振るう中、皆さんの
ワイズ活動に心から敬意を払います。
編集長である丸尾欽造メンが突然の病で療養
されていますので、ピンチヒッターをさせて頂い
ております。何分にも不慣れですので不十分なと
ころがあるかと思いますが、どうかご容赦下さい
ませ。
宮本 桂子
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