
2022～2023年度 主題＆スローガン

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

２０２２年 12月号 Vol.566

12月の聖句（2022年）
その光は、まことの光で、世に来てすべての人を照らすのである。

「ヨハネによる福音書１章９節」 松岡虔一牧師
ヨハネはイエスの誕生を「すべての人を照らす光が私たちの世界に来た」と表現している。ま

たパウロは「光」とは「希望、喜び、平和」であると述べている。激化するウクライナへの侵略

戦争、環境破壊の進化、蔓延するコロナ感染など暗いニュースに囲まれた日々ではあるが、迎え

た「クリスマス」こそ、私達ワイズメンは「すべての人を照らす光」として、与えられた使命を

果たしていきたい。

巻頭言 「ともに支えあい、ともに歩む」
大塚由実

YMCAは、社会課題に対して、地域や資源などを結びつけること

を具体化するために、多世代・多様な人が集い、地域・行政・必要

な関係機関と連携を行う「ネットワーク型福祉社会」の実現を目指

しています。このネットワーク型福祉社会の構築に向け、高齢者支

援の拠点であるＹＭＣＡサンホームでは、誰もが人の支えを必要と

し、誰もが人の支えになることができるよう、地域とともに歩む施

設として、多様化する福祉ニーズに応えるさまざまな活動を行って

います。コロナ禍の影響により一部活動の制限をしていますが、子

ども広場や施設内ボランティア活動、地域や

ワイズメンズクラブの皆さまとの協働プログラムとして「らくらく車いすウォーク」など、子ど

もから高齢者が集うことのできる多世代交流プログラムを行っています。今後もともに支えあう

機能を強め、地域で生活する一人ひとりの幸せを願い、ワイズメンズクラブの皆さまと、ともに

歩んでいきたいと願っています。
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阪和部新年合同例会ご案内
コロナ禍により断念されてきましたが3年ぶり
に開催されます。ワイズ100周年と新年を祝い
共に楽しみましょう。

開催日時 2023年1月9日（月・祝）
開会 11：30 閉会 14：30

会 場 ホテルグランビア和歌山
JR和歌山駅隣接

会費 ￥10,000
プログラム概要：1部バナーセレモニー
・コロナ禍を乗り越えてきた部長談話 2
部：ホテル特選コース料理・アコーディオ
ン 演奏、
参加希望者は12月20日迄に丸尾会長まで

11月例会報告

記：宮本桂子

日時：2022年11月17日

会場：サンホーム１階ロビー

出席者：メン 佐古至弘・望月強・横田憲子・

丸尾欽造・藤井敬子・大塚由美・宮本桂子

メネット 望月治子・丸尾初子・大藪暢子

ビジター 松野五郎（大阪泉北）・

今井利子（なかのしま）

11月例会は横田メンの司会で定刻に始まり、丸

尾会長の開会点鐘、続いてワイズソング、ゲスト

ビジターの紹介、丸尾メネットによる聖句拝読と

続きました。会長の時間では、本日の卓話者の松

野五郎氏についての紹介をされ、西日本区の報告

がなされました。

松野五郎氏は、富士山登頂の話と子供の教育に

ついての話をされました。富士山登頂は、東山荘

のネイチャープログラムに参加しての挑戦だった

そうです。登山は、高校の同級生の誘いで始めら

れ、22歳くらいから40年くらい登られていまし

た。

日本アルプス、白馬、立山連峰など北アルプスの

山のほとんどを登られました。その頃から、80

歳になったら富士山に登ろうと考えていたが、誰

も一緒に行ってくれなくて実現できず、84歳の

今年、ＹＭＣＡ東山荘ネイチャープログラムの案

内が来たので、申し込まれました。このネイ

チャープログラムは優れていて、彼らがいなかっ

たら、富士山登頂は成功出来なかったと思うと話

されました。

まず、登山装備のチェックは1カ月前から、

前日に講義があり、最後にテストまであっ

て、登る人の事を考えて行動されているな

と思ったそうです。スタッフ３人、写真１

人、チームワークは見事。

富士山では、高山病にかかる人が多いので

すが、これを防ぐには呼吸が大事で、この

呼吸の仕方をしっかり覚えさせられたそう

です。

２つ目の話は、子供の教育についてでした。

何とか子供をまともな大人に育てたい。そ

れを皆で考えて欲しいと話されました。

卓話の後は、インフォメーション、アニ

バーサリー、ニコニコと続き、YMCAの歌を

歌って横田副会長の点鐘で11月例会は閉会

しました。
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12 20

第6回役員会報告
横田憲子

開催日時：2022年11月24日（木）

午後6時30分～8時00分

会議場 ：オンライン（ＺＯＯＭ）

出席者 ：丸尾欽造メン 望月強メン

横田憲子メン 宮本桂子メン

【協議事項】

１2月例会（クリスマス例会）

（強調月間：CE・H）

①日 時： 2022年12月15日（木）

18：30～20：00

②会 場： サンホーム（予定）

③食事の可否： 現時点では不可

④予 算： ¥30,000

【例会プログラム】

（担当 横田憲子、宮本桂子）

司会・・宮本桂子

１．開会点鐘 会長 丸尾欽造

２．ワイズソング 一 同

３．ゲスト・ビジタ－のご紹介

司会者

４．聖句拝読 望月治子

５．会長挨拶 会長 丸尾欽造

６. クリスマス礼拝 牧師 松岡虔一

７. ワイズの時間

戦争体験談 牧師 松岡虔一 他

８．リーダーと子ども広場の時間

切通菜摘＋リーダー5 名＋子ども広場

９．結婚記念日・誕生祝い 該当者

10．ニコニコ 当日指名

11. YMCA の歌

12. 閉会点鐘

副会長 横田憲子

会場準備 湯茶の準備 丸尾 ＣＤ準備

プレゼント準備 横田

（必須）マスク、検温、手指消毒、

入館証記名

1月号ブリテン担当

巻頭言：中西進泰 例会報告：丸尾欽造

役員会報告：大藪暢子

サンホーム・YMCAニュース：大塚由実

ウエルネス：切通菜摘

区及び阪和部関連：丸尾欽造

自由投稿 随時提出

★原稿締切日：12月23日（金）

○次期における次々期部長（2025 年～2026 

年）の方針確認

・輪番制により河内となっている。12 月 15 

日までに回答期限

協議の結果、現在推薦する方無しで受けるこ

とができないことを連絡する

○次期会長の選出状況

次期会長の選出は会議の末、延期すること

とする。

〇西日本区費の引き上げ案に対する河内クラ

ブの意見のまとめ3000円か5000円に関しては、

3000円案に賛成とする。

○ 2022/2023 年度クラブ会費の変更について

今期前半期の活動において例会での食事が準備

できない状況に鑑み、予算計上されている例

会食事費相当分の会費（￥10,000）の減額に全

員一致で決定する。

○第一例会日程を変更について

阪和部内において、和歌山クラブと第一例会日

程が同日であるが、変更しないで現状で進める。

【報告・連絡事項】

1．阪和部新年合同例会

日時：2023 年 1 月 9 日（月・祝）

開会 11：30 ～終了 14：30 

会場：ホテルグランビア和歌山

会費：￥10，000 

登録締切日： 12 月 23 日※お申し込みは

クラブ単位でお願いします

2. 中西部新年合同例会

日時：2023 年 1 月 14 日（土）

14：00 ～16：30 

会場：土佐堀 YMCA2 階文化ホール登録料

￥5,000(ウクライナ献金含む) 

特別講演：「ウクライナは今。ロシアはなぜウ

クライナを侵攻したのか。」

講師：日本ウクライナ文化交流協会

会長・小野基弘氏

（株）東大阪新聞社社長

申込期日：12 月 17 日（土）※食事はありませ

ん、お茶菓子をご用意。

3．クリスマス献金に

ご協力をお願いします。
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・中西のぶひろの

「なの」情報箱・

■議員って、先生なの？ ～府議会で議員の

呼び方を見直し興味深い新聞記事に接しまし

た（産経新聞10月17日）。大阪府議会は9月

に、議員の意識改革のために、長年慣例になっ

ていた議員に対する「先生」という呼称を使わないことを決めたということです。たしかに職員

から「先生」と呼ばれると、自分は特別な存在になったと勘違いして、どうしても上下関係が生

まれやすくなります。今度の府議会の決定では、名前の後に「議員」や「さん」、「幹事」など

会派での役職名をつけることになりましたが、とてもいいことだと思います。東大阪市の女性職

員のなかに「中西議員」と呼ぶ人がいてとても好感を持っていましたが、東大阪市議会でも、早

晩同じような決定がなされるでしょう。

私も、市職員から先生と呼ばれて面はゆい思いをしていましたし、「先生と呼ばれるほどの馬鹿

でなし」ということで、先生と呼ばないでということがよくありました。また一緒に活動してい

る市民の皆さんから、「先生」と呼ばれた瞬間に仲間感がなくなるので呼ばないで、とお願いす

ることもよくありますし、河内ワイズメンズクラブでも、人生の大先輩の方から「先生」と呼ば

れると、恐縮してしまうことがよくありました。今回の府議会の決定は、府議と市職員、府議同

士の関係でのことで、市民が「先生」と呼ぶことまで禁止するものではありませんが、これが定

着していって市民との関係でも「先生」というのをやめることがあたりまえになえばなあ、と考

えています。

河内ニコニコ献金語録
佐古至弘メン 家内はYMCAサンホームにお世話

になっています。元気に過ごしていると思います。

私も元気です。

今井和子メン（なかのしまクラブ） ヤッパリ松

野先生は教育者です。上手にお話しされました。

私は山登りが出来ませんが、お話を聞き元気をだ

させて頂きます。

松野五郎（泉北クラブ） 富士登山の拙い話しを

聞いて頂いて有難うございます。人間は「まっと

うな生活」をしなければいけません。その様なプ

ログラムが出来れば人も集まるでしょう。

望月治子メネット 五郎さま富士登山が出来て良

かったですね、富士山は見るものだと思っていま

したがヤッパリ登るものでしょう。

丸尾欽造メン ワイズの縁があって、この様なお

話を頂きました。東Yリーダー会でもお話をして、

卒業記念の登山隊長をして富士登山計画頂ければ

と思います。

望月強メン 富士山に一度も登らぬ馬鹿、二度登

る馬鹿と言われています。一度登っているのでも

う登りません。体力的に生駒山か信貴山が精一杯

です。

藤井敬子メン 37年前頃、娘3歳を連れて富士山

には登りました。お話しされた北アルプスの山々

には殆んど登りました。今はもっぱら町ブラです。

宮本桂子メン巻頭言にも書きました、今日はお話

をお聞きするのを楽しみにしていました。松野さ

んのチャレンジ感心いたしました。

大藪暢子メネット 富士山は登るどころか新幹線

からも幾度乗っても曇りでばかりで山は見えませ

んでした。一度、飛行機で富士山を見たぐらいも

ものです。

丸尾初子メネット 登山をとおし教育上のお話し、

奥深いお話しを聞かせて頂きました。主人も登り

たいと言いながら重い病気になってしまいました。

横田憲子メン十年前に若草山に登りました。低い

山ですが登るよりも下る方が足を痛めました。松

野さんの登山から人生の奥深いところまでいお話

しお聞きしました。

大塚由美メン御殿場のYMCA東山壮に3ヵ月間居り

ました。富士山に登る機会がありませんでした。

次はチャレンジします。

11月 ニコニコ献金 16,000円

こんにちは。東大阪地域3年目のこあらリーダーです。今月は各野外活動クラブで宿泊例会を行いま
した。私は大阪府泉南市にある紀泉わいわい村という里山で子どもたちとお泊まりをしました。自分た
ちで枝を取ってくるところから始めてへっついであたたかいご飯を作ったり、お風呂を沸かしたりと昔
の人の暮らしを体験することができました。ガスや電気を一つのスイッチだけで使うことのできる普段
の生活に感謝するとともに木の温もりや自然豊かな環境に触れ、心を落ち着かせることができました。
一緒に暮らしを作ることでグループ内の距離が縮まり、お互いの得意なことを認め合える関係性が少し
ずつ見られ、私自身も子どもたちの意外な一面を知りました。地域活動ではおきべフェスタのお手伝い
をさせていただきました。コロナの感染状況に対してまだまだ心配なことも多いですが、これからも地
域とのつながりを大切にしていきたいです。寒さが増しておりますが、体調を崩されないよう暖かくし
てお過ごしください。この度もブリテンを書く機会をいただきありがとうございました。

東大阪地域 杉村マキ(こあらリーダー)
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ＹＭＣＡニュース 大塚由実

11月中旬より、サンホーム入居者のご家族面会を数ヶ月ぶりに再開しました。感染予防のため、

面会時間やスペースなど一部制限はさせていただいておりますが、久しぶりの再会に笑顔いっぱ

いの楽しい時間を過ごされていました。感染拡大傾向にありますが、感染予防対策を徹底し、今

後も徐々に活動を拡げていきます。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

いきますので、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。

☆大阪ＹＭＣＡクリスマス献金にご協力をお願いします。

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。

YMCAサンホームでは、ご支援いただきましたクリスマス献金で、食で人をつなげる宅配「ハレの

日弁当」を実施しています。特に、一人暮らしや身体の不自由な高齢者が、新型コロナウィルス

等の影響で、社会との交流の機会が減少しています。人とつながり、安心と楽しみを感じてもら

えるように、毎月１日（ついたち）、地域のボランティアさんとちらし寿司を配達しています。

コロナで大変な中でも地域の人同士が楽しみ支えあう活動となっております。

☆第344回早天祈祷会☆

日時：2022年12月16日（金）7：30～8：15

奨励：坂田 浩（さかた ひろし）さん （日本バプテスト連盟シオンの丘教会牧師）

場所：大阪YMCA会館 10階チャペル 参加費：100円 ※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。

※中止の場合は大阪YMCAホームページ「NEWS 新着情報」でお知らせいたします。

。

大阪YMCAチャリティーラン2022 参加して
丸尾欽造

2022年11月13日、「大阪YMCAインターナショナル・チャリティーラン2022」に家族と参加

しました。天気予報では午前中は何とか持ちそうな様子。主催本部から中止の連絡はなく、雨

に備えるいでたちで会場へ向いました。鶴見緑地公園の上空は鉛色でしたが、スタート地点の

黄色い大きなアーチは周りのくすんだ風景を抑えてひと際目立っていました。

9時から30分毎のスタートで、跳び出してゆくランナーのみなさんを応援しながら、スタッフ

の方々と久しぶりの出会いの場でのご挨拶が私のメインプログラムになりました。サンホーム

にゆかりの、杉村さん、宮原さん、北野さんなど懐かしい方々にもお会いでき、数年前の時空

に舞い戻りました。箕浦さんにもお会いでき、お忙しいご様子を感じました。

その昔、「チャリラン」にワイズがそれぞれの役割担当を担い、また老いも若きもランナーと

して走り、群がって盛り上がっていた時代のシーンが頭の中をかすめました。

天候の良し悪しに関わらず、近年ワイズメンの方々のお顔が少なくなっていることに高齢化と

世代交代の波を感じたのでした。私自身もサポート付きのウォーク参加でしたが、雨脚が強く

なり閉会を待たず帰宅させていただきました。写真はほとんど撮れませんでしたが、ひとつの

プログラムに参加できた意義は、私のウエルネス面での達成感につながりました。

東大阪地域 杉村マキ こあらリーダー

11月12日(土)に実施された意岐部フェスタに、サンホームスタッフのみなさんと一緒にくっ
きーリーダーと、ひよこリーダーが参加をしました。クラフトコーナーに訪れる子どもたち
とたくさん交流を持ち、子ども広場に来ていたお友だちとも再会しました。しばらく会わな
い間に大きくなっていたようで、リーダーも驚いていました。
12月のクリスマス会もお誘い頂きありがとうございます。温かなクリスマス会になることを
楽しみにしております.                                                                                                      切通 菜摘
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【衰退組織は「去年と同じ」を踏襲して失速する。成長組織は「去年と違う」にチャレンジして成長する】このような言葉をインターネットで見た。我がクラブは、どちらに当てはまるでしょうか？

今月もブリテン発行にあたり、多くの皆様からご協力を頂戴しました。心から感謝申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮本桂子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● ●

【12月例会プログラム】

日時：12月15日（木）18：30～20：00

会場：サンホーム1階ロビー（予定）

司会 宮本桂子

開会点鐘 会長 丸尾欽造

ワイズソ 一 同

ゲスト・ビジター紹介 司 会

聖句拝読 望月治子

会長挨拶 会長 丸尾欽造

クリスマス礼拝（奨励）牧師 松岡虔一

ワイズの時間（戦争体験談）

牧師 松岡虔一 & 希望者

リーダーと子ども広場の時間リーダー

インフォメーション

結婚・誕生祝 該当の方

ニコニコアワー 一 同

YMCAの歌 一 同

閉会点 YMCAの歌

閉会点鐘 副会長 横田憲子

● ●

Happy Birthday

大塚恵子 12月5日

横田允宏 12月25日

編集後記
来年は癸卯の年で、飛躍の年だそうです。ワイズ
の皆さんはどのような飛躍をされますでしょう
か？来年の抱負を考えていると楽しくなって来ま
すね。今月もブリテン発行にあたり、多くの皆様
からご協力を頂戴しました。心から感謝申し上げ
ます。 宮本桂子

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/

12月西日本区強調月間
福永 君二 クリスチャニティー委員長（米子クラブ）

YMCAに行きましょう。そしてスタッフ・リーダーと対話しましょう。その賜物を生かして互い
に仕えなさい。」ペトロの手紙14－10 タレントを生かして社会の必要に応えましょう。

濱田 勉 ヒストリアン（奈良クラブ）
ワイズメンズクラブ国際協会は、創設100年となりました。

「先人に思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。」

河内クラブ予定表
12月～1月

12月15日（木）河内クリスマス例会

22日（木）河内第7回役員会

23日（金）ユースリーダーの集い

1月9日（月・祝）阪和部新年合同例会

11：30～14：30

ホテルグランビア和歌山

19日（木）1月例会 サンホーム

河内クラブゆうちょ銀行口座
郵便局からは・・記号14130 番号07193291
他の銀行からは・・店名 四一八 店番418

（普） 口座番号 0719329

口座名 オオサカカワチワイズメンズクラブ

11月　会員状況

会員数（担当主事含む） 9名

（功労・特別メネット会員） ２名

会員11月例会出席者数 7名

メークアップ者数 0名

11月の出席率 87.5%

ゲスト・ビジター出席者数 2名

メネット・コメット出席者数 3名

11月例会出席者数 12名

11月例会充足率 133.3%

11月役員会出席者数 4名

11月例会ニコニコ・ファンド ¥16,000

ニコニコ・ファンド累計 ¥46,500

- 6 -


