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主題＆スローガン

▼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

河内ブリテン４月の聖句（2022年）

140年前に想いを馳せて

箕浦史郎
2022年大阪YMCAは創立140年を迎えます。
大阪におけるキリスト教青年会は1880年に浪花基督
教青年会が澤山保羅 (大阪教会牧師・天満教会兼任) を
中心に天満教会において組織され, 1882 年に満教会仮会
堂で ｢大阪基督教徒青年会｣ が組織されました。初代会
長は宮川経輝 (大阪教会牧師に赴任), 幹事長に古木虎三
郎 (同じく天満教会牧師に赴任) が選任されました。こ
れが大阪YMCAの始まりです。当時の社会情勢は西洋文
化が日本に盛んに取り入れられ、自由民権運動が活発
に行われていました。大阪基督教青年会では演説会, 各
種集会や災害救援, 廃娼運動等活発な活動が進められと
あります。また創立3年前の1879年にはコレラが流行し
ました。当時の内務省はコレラ伝染の原因として（1）
空気、（2）水、（3）飲食物、（4）他人との交通を挙
げています。
時を経て現在、Youtubeなどインターネットやテレビ
を通じて毎日のように誰かが自分の言葉を発信し、リ
アルなコミュニティに加え、SNSなどオンライン上での
コミュニティに参加しています。ボランティア元年と
呼ばれた阪神淡路大震災を経て、東日本大震災では国
の内外からの多くの支援あり、その際に生まれた共助
の精神はその後の多くの災害の際にも同様の奉仕が集
まりました。一方新型コロナウイルス感染はリアルな
人の交流を遮っています。 140年前に当時20代から30
代の青年であった宮川経輝、澤山保羅、古木虎三郎
たちは何を憂い、何に希望を抱き進んでいたのか？
多くの青年が自主的に集まり、社会課題に対して
様々な意見を発信していたことが当時の資料から伺
えます。 YMCAはいつの時代も青年が互いの価値
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神は人の歩む道に目を注ぎ、その一歩一歩を見て
おられる。
旧約聖書ヨブ記34章21節
松岡虔一牧師
私は現在８９歳であるが、来春3月には満９０歳
「卒寿」を迎える。長崎原爆の折「中学1年生
時」には想像すら出来ない長寿を頂いた。ひとえ
に永年にわたる大阪YMCAやワイズメンズ・クラ
ブで多くの友人に恵まれ、温かい友情に支えられ
てきたおかげと感謝している。神様とワイズメン
に見守られながら「卒寿」までの階段を一歩一歩
登っていきたい。

観を発信し、享受し、 その中で自己成長する場で
ある。そのようなコミュニティの場を150周年、200
周年と未来に紡いでいくことが大切であると感じます。

えます。 YMCAはいつの時代も青年が互いの価値

３月例会報告
大藪暢子

日 時：2022年3月17日（木）18：30～19：30
会 場：LINEによるリモート例会
出席者：メン 横田憲子 丸尾欽造 宮本桂子 大
塚由美 望月強
メネット 丸尾初子 望月治子 大藪暢子
司 会：宮本桂子
定刻通り 横田会長の開会点鐘で始まりました。
一同ワイズソングを斉唱

丸尾メネットにより聖句朗読
会長の時間：
卒業リーダーに記念品を贈呈

東Ｙリーダー

西日本区のYサへ8,000円振込
3/20のチャリティーラン参加

こんにちは。東大阪地域2年目のこあらリーダー

丸尾ファミリー、横田会長夫妻

です。いつもリーダー活動をご支援くださり、あ

3/20の報告がLINEで丸尾メンからありました

りがとうございます。全体リーダー会にもご出席

（お元気な様子でなにより！です）

いただき大変嬉しく思います。

ゲスト・ビジター：なし

3月の東大阪地域のリーダー会では、1年間の活動

メンバースピーチ

報告会を行いました。リーダー活動を通してそれ

“フレイルの予防” 大塚由美メンより

ぞれが感じたことを共有するなかで、リーダー1

対面で伺うのが伝わり易いのでしょうが、口腔の

人ひとりが持つ強みを知ることができました。1

ことについて色々教わりました。

人の報告に対してみんながフィードバックをする

死亡原因の5位を占める誤嚥性肺炎にならない為

時間も取り、それぞれの頑張りを認め合える機会

にも、日々の努力が大切である

になりました。悩みも喜びも全て、全員のこれか

（口内清潔、歯みがきの仕方、入れ歯の手入れ

らに繋がっていくことを願います。

等々）

奨励ではリーダー会担当の切通さんから東大阪地

フレイル予防で支える元気な人生を！！！

域のリーダー会への思いをお話いただきました。

インフォメーション：

ユースボランティアリーダーの活動を終えられる

○丸尾メン 中之島クラブの今井さんから「皆様

リーダーへの温かいメッセージも込められており、

によろしく」とのTELあり

仲間の旅立ちに寂しさを感じました。次年度から

○誕生日・結婚の御祝の記念品は会長から直接届

は新しいメンバーで気持ちを新たに、リーダー

きました。該当者から御礼
○4/2 長野クラブ45周年例会 参加者

会・子ども広場の活動を続けてまいります。

望月

メン＆メネット

少しずつ過ごしやすい季節になってきましたが、

ニコニコアワー：一同 LINEに一言ずつ書いて提出

これからもお体にお気をつけてお過ごし下さい。

YMCAの歌：一同

最後になりましたが、この度ブリテンを書く機会

閉会の辞：宮本副会長

をいただけたこと、心より感謝申し上げます。
杉村マキ (こあらリーダー)
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３月役員会報告
宮本桂子
日 時：2022年3月24日 18：30～19：30
場 所：LINEによるオンライン
出席者：横田憲子 丸尾欽造 望月強 宮本桂子
大塚由美担当主事
［審議事項］
１，2022年4月例会
（RBM強調月間）
日 時：2022年4月21日 18：30～
場 所：オンライン
プログラム：
メンバースピーチ：箕浦史郎
司会：大藪暢子
開会点鐘：会長
聖句朗読：望月メネット 例会報告：宮本桂子
ニコニコ：望月強
2、5月号ブリテン
巻頭言：望月強
役員会報告：丸尾欽造
Yニュース：切通ウェルネス事業部
YMCAサンホームニュース：大塚由美担当主事
リーダー会：リーダー
原稿締切日：4月29日（祝・金）
3，クラブリーフレット作成提案について
リーフレットの作成は次期に見送る
［報告事項］
１，西日本区献金を3月15日までに送金
２，チャリティーラン3月20日鶴見緑地にて10時～14時
出席者：丸尾ファミリー・横田夫妻・箕浦主事
３，卒Yリーダー3名のお祝いは3月25日10時サンホーム
におけるリーダー会にてお渡し予定
４，ロースター訂正中につき、変更のある方は会長まで
連絡すること
５，周年記念
大阪長野クラブ 4月2日 望月夫妻出席予定
京都パレスクラブ
5月7日 出席者未定

東大阪地域全体リーダー会に出席して

会長 横田憲子
2022年3月25日10時20分 サンホーム6階にて
リーダー3名 卒Yリーダー3名
切通担当主事・ワイズ2名の出席で1部の黙祷よ
り始まった。奨励は切通担当主事がリーダー活動
での関わりが担当として大切な時間になっている
ことを涙と共に述べられた。
2部の各リーダーの活動報告では、活動を振り返

り、学んだこと悩んだことを話し、それに対して
感想として共感とか良かった点を皆で話された。
あるリーダーや保護者からの質問や問い合せがい
ろいろ出て来て返事にとても困ったこと、
TELで自分の思いをうまく伝えられるか不安をいつ
も持っていたことを述べられた人や、1つ1つの壁
を丁寧に問題点から調べ直し、その結果から解決
を生み出し対応できたという話から、リーダーの

成長過程がみられた。
リーダーの皆は活動してよかったと思えるYMCAで
過ごす暖かい時間が心に残っている様子であった。
卒Y3人のお祝いとして、切通さんがどうしている
か、ぜひ会いに来て下さいという思いを込めたマ
グカップをお渡し出来た。

4年間リーダー活動を支えてくださり、そしてた
くさんのお力添えをいただき、本当にありがとう
ございました！また、記念品もありがとうござい
ました。YMCAで経験してきたことを胸に、新天
地でも日々精進して参ります。これからも東
YMCAをどうぞよろしくお願いいたします。4年間、

ありがとうございました！
みにーリーダー、あさリーダー、そいリーダー
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「第26回大阪YMCAインターナショナル
チャリテイーラン2021」
報告：丸尾欽造
昨年から2度にわたる開催順延となっていたプログ
ラム。都度、準備の繰り返しにあたられたスタッフ
の方々のご尽力にまず感謝を申し上げます。
コロナ禍による諸活動の停滞や年初からの闘病生
活も重なり、閉ざされている身にとっては待ち遠し
いチャリティーランへの参加であった。退院後、自
宅近くで少しずつウォーキングをはじめ、これが初
めての外出プログラムへの挑戦であったが、娘と孫
のエスコートを受けてコースを完歩することができ
ました。
鶴見緑地の春風は心地よく迎えてくれ、受付のあ
るパーゴラ広場では久しぶりにお会いする方々と暫
しのご挨拶を重ねているうちにワイズメンのハート
が温まっていった。打ち合わせもない中で、受付で
横田会長夫妻にお会いできたのは幸運であった。早
速、記念写真をアーチの下で撮った後、それぞれの
ペースでスタートした。
コースに沿って大池、風車の丘、山のエリア、国際
庭園など巡るあちこちで、ゼッケンに助けられ小川
総主事をはじめワイズメンのグループやランナー
（滝本さん・大阪長野）にお会いできたり、赤星選
手の「車椅子」コーナーで試乗してみたりと、点を
線で結んだ交流の場は適度な休息の場でもあった。
あちこちで手入れの行き届いた花々に歩を止め愛で
るひととき、水辺の周りでは都会で見馴れない野鳥
の羽音に驚いたりし、こうしたことの一つひとつが
心身のリハビリとなった。いつもなら、重いカメラ
を鷲掴みにして走り廻っていたが、さすが体力の低
下したこの身では首から下げたままでスマホ頼りで
あった。
随時スタートとされているので、プログラム全体
の臨場感には欠けるが、コロナ禍の中でそれぞれが
ウエルネス効果に満ちた春へのキックオフ・デーと
なったことでしょう。 ふと頭をかすめたこととして、
コロナが終息された春爛漫にはサンホームの方々と
ご一緒できればなぁ、、、、、と。
帰宅後、少々疲れていることに気付きましたがいい
一日でした。
参加者：横田憲子、横田允宏、箕浦史郎、丸尾欽
造、芝野佳住、芝野脩。

風車の丘で

小川総主事（中央）と中井正博さん（右）

中西部の皆さんとの出会い

車いす試乗の筆者（丸尾欽造メン）

横田会長夫妻とご一緒に
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サンホームニュース

【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】
大塚由実

◆第336回早天祈祷会

私がサンホームに異動して、早1年が経過しま

日時： 2022年4月15日（金）7：30～8：1-5

した。大きな期待と小さな不安をもちながら出勤
したことが、つい昨日のように感じます。2022年

証し： 山根 一毅さん（ユース事業部責任者補
佐 グローバル事業グループ長）

度も皆さまとともに歩んでまいりますので、どう
ぞよろしくお願いいたします。
さて、2022年3月末に日本財団の助成を受けて、
デイサービスの新車両が納車されました。今まで

場所： 大阪YMCA会館 10階 チャペル
※朝食会はございません。
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止の
可能性があります。

13年使用した車両は廃車となりますが、大きな事
故もなく多くの高齢者を安全に送迎できたことに
感謝いたします。これからも安全運転に努め、大
切に使用していきます。（写真が間に合わない為、
後日紹介させていただきます）
これからも、皆さまのあたたかいご支援とご協力
をよろしくお願いいたします。

・中西のぶひろの「なの」情報箱・
■東大阪市から世界へ羽ばたく快挙
～ローザンヌ国際バレエコンクールで、東大阪出身の17歳が2位に入賞！
２月にあった若手バレリーナの登竜門で有名なローザンヌバレエコンクールで、２位というすごい成績
で入賞した田中月乃さん（17歳・左写真）は東大阪市出身で、石切小学校・石切中学校出身なのですが、
驚くべきことは私の住む瓢箪山町の静かな住宅街の中にあるヨーコクリエイティブバレエ教室（吉田洋子
さん主宰）で、4歳の時から中学校卒業の時まで研鑽を積み、その後スイスのバレー学校に留学している
人でした。ヨーコクリエイティブバレー教室は、いつも犬を連れて散歩するコースにあり、幼児から高校
生くらいの年齢の人まで、２～3０人ほどの人が練習しているのを外から眺めていました。地元からそん
な人材が育っていってくれることは、とてもうれしいことですし、これからバレリーナとして、世界で活
躍されることだと思います。ぜひみんなで応援したいですね。
※８月には、東大阪市文化創造館大ホールで凱旋公演が行われることになりました。
詳細が決まれば、「なの情報箱」でも報告させていただきます。

バレエ教室の主宰と中西メン
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ＲＢＭ

4月 西日本区強調月間

国際統一事業、マラリア撲滅にご理解、ご協力、ご支援をお願いします。
河原 正浩

地域奉仕・環境事業主任（京都トップスクラブ）
●

4月・5月 大阪河内のカレンダー

●

【4月例会プログラム】
4月2日

長野クラブ45周年例会

日時：4月21日（木）18：30～19：30

4月4日

ブリテン発送日

会場：LINEによるリモート

4月20日

西日本区大会(6/11)申込期限

司会

4月21日

第１例会 会場未定

開会点鐘

4月28日

第１１回役員会 会場未定

ワイズソング

一同

5月7日

京都パレス50周年記念例会

聖句拝読

望月治子

大藪暢子
会長 横田憲子

ゲスト・ビジター紹介
メンバースピーチ

第２５回

西日本区大会

司会
箕浦史郎

インフォメーション

２０２２年６月１１日（土）・１２日（日）

誕生日お祝い

該当の方

会場：岡山国際ホテル

ニコニコアワー

一同

Ｒｅｂｏｒｎ

一同

YMCAの歌

始まりの地から

閉会の辞

副会長 宮本桂子

●

Happy Birthday

●

員数（担当主事含む）

大塚由美

4月3日

（講義・特別メネット会員）

丸尾初子

4月2日

会員3月例会出席者数
メークアップ者数
3月の出席率

編集後記

ゲスト・ビジター出席者数

9名
２名
5名
０名
71.4%
０名

通勤の時、通院の時、なんでも無い用事の時、町を

メネット・コメット出席者数

3名

歩くとあちらこちらに桜の木が満開の花を咲かせて

3月例会出席者数

8名

私達を癒やしてくれます。

3月例会充足率

ウクライナで大変な事が起こっている最中で不謹慎

3月役員会出席者数

な事ではありますが、私は、桜の花を見るとほ～と

3月例会ニコニコ・ファンド

心が和むのです。

ニコニコ・ファンド累計

ウクライナの支援をYMCA もワイズメンズも始めて
います。私自身もほんの少しでもウクライナ人々の
力になれる事が出来たらなと思っています。
なんとか4月号もお届けする事が出来ました。まだ
まだ先輩がたには及びませんが、沢山の方々から励

ましのメールを頂き、本当に嬉しくて、心から感謝
申し上げます。
宮本桂子
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88.9%
5名
¥0
¥30,000

