
2022～2023年度 主題＆スローガン

7月 Kick-off PR 
新しい期のスタートにあたって、外部への公報と、内部への情報共有の有り方を、今一度考

えてみましょう。 大槻信二 広報・情報委員長（京都センチュリー）

７月の聖句 （2022年）

神の右の手は高く上がり、その右の

手は力を示す。

旧約聖書詩篇118篇16節

松岡虔一牧師 選

神様の右の手は「愛と奉仕と正義

の力」を表している。例会でワイズ

ソング「手を挙げ、誓いあらたに」

と歌うとき、私たちは力強く手を挙

げる。部長公式訪問例会を迎え、丸

尾会長はじめ新年度の役員が就任し

た。２年間、コロナ感染拡大のため

充分な活動を控えてきたが、

今期こそは、手を挙げて「愛と奉

仕と正義」の業に励みたい。今秋に

は３年ぶりに顔と顔を合わせての

「阪和部合同例会」が開かれると聞

く。元気に今期を頑張りましょう。

OSAKA-KAWACHI

▼クラブ会長 丸尾欽造 （大阪河内）
主題：「今のままでいいのか、いけないのか、それが問題ですね」

“To be, or not to be, that is the question”
▼阪和部部長 正野忠之（大阪泉北）
主題： 10年後の阪和部へ。つなげる。～経験を生かし、目線を活かす～

▼西日本区理事 田上正（熊本むさし）
主題：原点を知り将来に生かす KNOW the origin utilize it in future ! 

スローガン：立ち上がれワイズモットーと共に Stand up Y’s Men with our Motto !
▼アジア太平洋地域会長 Chen Ming Chen (Taiwan)
主題：Elegantly Change With New Era（新しい時代とともに、エレガントに変化を）
スローガン：Do it Right Noｗ (今すぐ実行を)

▼国際会長 Samuel Chacko (India)
主題：Into the next 100 Years with FELLOWSHIP & INPACT 

(フェローシップとインパクトで次の100年へ)
スローガン：BEYOND SELF and BE The CHANGE (自己を越えて変革しよう)

To acknowledge the duty that accompanies every right”

C/O  YMCA SUNHOME

3-1-18  Mikut6iya Minami

Higashi-Osaka  JAPA N

577－0034

巻頭言
会員の皆さんが「主役」、

私はその「盆」である

会長：丸尾欽造

何とも奇妙なタイトルで書き始める

ことにしました。80歳代になって

既に2度目の会長就任であり、古い「盆」の登場となり

ます。脳のメモリー容量不足も否定できず、物忘れや

注意力に欠けることも顕著に現れています。そんな私

が皆さんのご意見や質疑を聞かせていただくための心

得として、人の集まる場で使われる「盆」に例えてみ

ました。

皆さんをお盆に乗せてどこかへ向かうという発想では

なく、楽しい居場所である「クラブづくり」を心がけ

るという意味の受け皿であり、自分への戒めとした

「盆」なのです。

全員がゆったりできるサイズが望ましく、大き過ぎて

も使い勝手が悪いものになることを、先日の第1回役員

会で気付かされました。それに「角」のない円形でな

ければならないと思っています。みなさんが主役、盆

はそれをバラバラにならないように保つ道具でもあり,

（2頁に続く）
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６月例会報告

冠婚葬祭の場ではいつも本当のお盆が出てきます

が、慌ただしいその場において人目に留まることも

なく働いています。ワイズダムにおいても、交わり

の場である諸行事の開催にあたって、「盆」のよう

な「縁の下の力持ち」的な奉仕の場もあります。そ

うした中で自分自身と向き合いながら一年間、

「盆」として励んでゆきたいと思います。「覆水、

盆に返らず」の教え、和の中にあって使命を果たす

ことの大切さを言い聞かせています。

阪和部のホームページは見る人が少ないので、

今月のブリテンの後ろにQRコードをつけた。。こ

れをスマホで読み込むと阪和部のホームページに

入れる。

QRコードに注目をしてもらいたい。色々使えて

非常に便利かなと思えるし、QRコードを作るソフ

トは沢山出ているので簡単。

○ インフォメーション

丸尾メン

次年度の阪和部の評議会は6月19日に和歌山

YMCAにて開催。体力的なことを考えて欠席するが、

会長報告は書面で提出する

今年度のチャリティーランは

日にち：9月19日（敬老の日）

場 所：鶴見緑地パーゴラ広場

参加費：グループ30,000円

2022年6月例会報告 宮本桂子

日時：2022年6月16日（木）18：45～19：30

リモート例会

出席者： メン 望月 丸尾 横田 宮本

メネット 丸尾 望月

以上6名

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 の使用が出来ないためリモート例会で行っ

た

○ 電波の調子が悪く定刻より15分遅れで始

まった

○ 横田会長が最後の例会の挨拶と、望月メン

の 日本区参加へのお礼を述べた

○ メンバースピーチ

望月メンより

阪和部の情報委員になって、情報が大切であ

ると思いました。伝達の手段として電話があり

ますが、さかのぼると電話というのは貴重品

だった。携帯電話が出現するとは夢にも思わな

かった。時代が変わり1968年ポケベルが登場、

次に自動車電話というのも登場したが、その電

話は債権だけで 18万円位した。しかも少し離

れると圏外になった。

ガラケーの携帯電話が出たときはびっくりした。

今では、皆がスマホを持っている。

スマホでは、言葉で伝えるではなくメール、

予定表、名刺の読み込みなどに使っている。自

分はやっていないが、株の取引、銀行の残高確

第34期（2022年7月1日～2023年6月30日）

阪和部 第1回評議会 報告

報 告：丸尾欽造

開催日時：2022年6月18日16：00～17：30

場 所：和歌山YMCA 6階ホール

議 案：第1号議案 阪和部事業計画の承認

第2号議案 阪和部役員選出の承認

第3号議案 阪和部予算案案の承認

以上、各議案について審議の結果、原

案通り承認された。

協議案：第1号競技案 副部長の設置について

以上、競技案について協議の結果、継続

協議とされた。
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６月役員会報告

記 横田憲子

日時：2022年6月23日 （木）18：30～19：30

場所：zoom開催

参加者：丸尾欽造・宮本桂子・大塚由実担当

主事・丸尾初子・横田憲子

【審議事項】

今期役員・事業計画案 別紙提示

【協議事項】

1、7月キックオフ例会

①日時：2022年7月21日(木)16：30～20：00

②会場：サンフォーム 1階ロビー

マスク必着

⓷ゲスト・ビジター予定者名

正野忠之部長・濱口洋一書記・東正美地域

奉仕 環境事業主査・寺岡博也EMC事業

主査・坂本智国際 交流事業主査以上5名

④受付：藤井敬子 司会：横田憲子

聖句拝読：丸尾初子 ニコニコ：当日

⑤例会プログラム

開会点鐘 横田憲子会長

ワイズソング ハミングで一同

ゲスト・ヴィジターご紹介司会者

聖句拝読 丸尾初子

会長挨拶 丸尾欽造

部長挨拶・役員交代式 正野忠之部長

インフォメーション

結婚・誕生日お祝い

ニコニコ メネット

閉会点鐘 丸尾欽造会長

2、８月号ブリテン担当確認

巻頭言：望月強 例会報告：大塚由実

役員会報告：宮本桂子

サンホーム・YMCAニュース：大塚担当

主事 ウエルネス：切通菜摘

東大阪地域リーダー会：未定

区及び阪和部関連ニュース：丸尾欽造

自由投稿は随時ご提出ください。

原稿締め切り7月29日

【報告・連絡事項】

１、半年報

正会員：8名 担当主事会員：1名

特別メネット：1名

阪和部第4回評議会・今季第1回評議会6月18日

（土）和歌山YMCAにて開催

中西部・阪和部「大阪YMCAとワイズの懇談

会」が開催

日時:7月2日（土）10時～

場所：大阪YMCA

第34期阪和部会

日時：2022年9月17日（土）12：00開会

会場：たかつガーデン（上本町）

登録費：7000円

大阪YMCAチャリティーラン

開催日：2022年9月19日（月・祝）

開催場所：鶴見緑地公園バーゴラ広場
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

YMCA総主事 小川健一郎様

YMCA会長 岩坂二規様

【大阪YMCA ニュース】

☆第339回早天祈祷会☆

日時：2022年7月15日（金）7：30～8：15

証し：篠原知子さん

（大阪YMCAランゲージセンター講師）

場所：大阪YMCA会館10階チャペル

※朝食会はありません。

※感染予防対策をして実施します。必ず事

前に検温の上、マスク着用でご参加くださ

い。

来年創立百周年、いま日新高校がおもしろい！

東大阪で唯一の市立高校である日新高校は来年創立百周年を迎える伝統

ある高校ですが、現校長が赴任され４年目になり数々の改革を実行され、

大きく変容しようとしています。ただ、何も突拍子もない改革ではなく、

ちょっとした発想の転換と、教職員の労で出来る地に足の着いた改革で

あり、それを持続的に実践して学校を大きく変えていくのは校長のすご

さであり、力量ではないでしょうか。たとえば、初めて中学校の教員を

対象にした公開授業を実施し、生徒の進路指導に影響力のある教員に日

新高校をもっとよく知ってもらう取り組みをする、中学生を対象にした

日新カップという大会を実施して日新を知ってもらうきっかけにする、

社会で活躍する卒業生を招いて講演会を実施し、現役生徒のモチベー

ションを上げる、校内が桜の名所である特色を生かして地域との交流を

はかろうとするなど、なるほどと思うアイデアが満載しています。また

日新高校には、全額公費短期留学制度があり、またラグビーのまちとし

てラグビー部には花園近鉄ライナーズの選手が年間６５日もラグビー部

の指導に当たる部活動があり、他の公立校にはまねのできない特色があ

ります。

数ある大阪市立高校が今年から府立に移管する中で、東大阪市が市民の

財産として市立高校を存続させるためには、東大阪市として特色ある学

校づくりをしてブランディングしなければなりません。難関大学への進

学者数を増やすことを目標にするのも一つの考え方ですが、日新高校は

それを目指すのではなく、現校長は「日新輝道」という言葉で、日本一

輝きを放つ学校づくりをしようとしており、個々の夢の実現のために自

ら考え、行動し、自分で未来を切り拓いていく生徒を育て、個々がキラ

リと輝く学校づくりをしようとしています。

百周年を機に、日新高校はまだまだ変わっていく可能性を感じます。

いま、日新高校がおもしろい！
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東Ｙリーダー

望月 強

西日本区大会に先駆けてメネットアワーが

設けられました。阪和部からは西岡メネット

主査が阪和部の報告をされました。卓話は今

井利子様からお話しされました。メンである

私が出席するのは、メネット会で用意される

弁当が目的です。期待にたがわず美味しく頂

きました。

西日本区大会参加
大塚由実

毎年７月18日を「安全の日」と定め、安全に

ついての啓発や研究会等を実施しています。大

阪ＹＭＣＡのすべてのプログラムにおいては、

常に「安全」を最優先に考え行動しています。

高齢者支援施設であるサンホームにおいても、

入居者及び利用者の「安全」を最優先したケア

を実践しています。この機会に、皆さまにおか

れましても「安全」について考え、自分自身や

家族、身の回りのこと等、今一度ご確認いただ

ければ幸いです。

これから夏本番となりますので、ご健康には

ご留意ください。

皆さまの引き続きのご支援、どうぞよろしくお

願いいたします。

福井綾音 (ととリーダー)

こんにちは。東大阪地域所属2年目のととリー

ダーです。いつも私たちの活動を支援していた

だきありがとうございます。6月のリーダー会は

桃の里YMCAの鷲見さんに来ていただき大切にし

ていることについてのお話をしてもらいました。

その後、もっと桃の里YMCAとの交流をしようと

言う話があり、今年の11月から東大阪のリー

ダーが桃の里の活動に一部参加させていただく

ことになりました。デイキャンプのようなもの

で、みかん狩りやいちご狩り川遊びなどをしま

す。聞いているだけでもとっても楽しそうな活

動ですごく楽しみです！

そしてなんと今月からフレッシュのリーダー

が1名仲間入りしました。その名もまちゃひこ

リーダーです。とっても文学に詳しくて本を読

むことが大好きなリーダーです！人数も増え、

これまで以上に力強く、楽しんで頑張ろうと思

います！

一同がコロナ過の中、久しぶりの対面参加出来

ました。京都トップスクラブから遠く離れた岡山

の地で開催されました。新山理事の想いを込めた

大会は500人を超える会員が集う素晴らしい大会

でした。

大きなスクリーンが会場いっぱいに映され華や

かな演出が施されて気持ちの高ぶりを覚えました。

横田会長代理でバナーセレモニーに参加致しまし

新山理事がセンター 各部長バナーを手に勢揃い

サンホームニュース
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● ●

【7月例会プログラム】

日時：7月21日（木）18：30～20：00

会場：サンホーム1階ロビー（予定）

マスク必着

受付 藤井敬子

司会 横田憲子

開会点鐘 会長 横田憲子

ワイズソング 一同（ハミングで）

ゲスト・ビジター紹介 司会

聖句拝読 丸尾初子

会長挨拶 丸尾欽造

サンホーム理事長新任挨拶 松野時彦

（食事の準備はございません）

部長挨拶・役員交代式 正野忠之部長

インフォメーション

誕生日お祝い 該当の方

ニコニコアワー（記録：望月 強） 一同

YMCAの歌 一同（ハミングで）

閉会点鐘 会長 丸尾欽造

● ●

Happy Birthday

横田憲子 7月27日

編集後記

今年度も編集長をさせて頂くことになりました。

まだまだ力足らずで、ご迷惑をおかけすると思い

ますが、どうかよろしくお願いいたします。

宮本桂子

7月・8月

大阪河内のカレンダー

7月2日(土) 大阪YMCAとワイズの懇談会

（土佐堀Y）

7月18日(月) 安全の日

7月21日(木) 第一例会・部公式訪問

（サンホーム予定）

役員交代式

7月28日(木) 第2回クラブ役員会

（サンホーム予定）

7月29日（金）ブリテン8月号原稿締切日

8月18日（木）第一例会

（サンホーム予定）

8月25日（木）第3回クラブ役員会

阪和部
ホームページ ＱＲコードを

試しにスマホを翳してください!

パソコンからは

https://hanwa-bu.com/

切通菜摘

7月に入り、暑さも本格的になりました。

毎日のように全国各地域で起こった水難事故の

ニュースが流れています。

ウエルネスでは、ウォーターセーフティーを広め

る取り組みを進めています。

プールで、川で、海で、安全にあそぶ体験をし、

水難事故を防ぐためのメッセージを子どもたちに

伝えています。「自分のいのちを守り、みんなの

いのちを大切に。」この夏も一人一人のいのちが

輝くよう、できることを取り組んでいきたいです。

ＹＭＣＡウエルネス
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