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３月の聖句（202３年）
イエスは近寄り、彼らに手を触れて言われた。「立ち上がりなさい。恐れることはない。」

マタイによる福音書17章７節 松岡虔一牧師

ウクライナへの侵略戦争の激化、トルコ・シリアを襲った大地震、繰り返される北朝鮮の大陸間弾道ミサイル発

射、近づく南海トラフ巨大地震への恐れ。不安の多い日々ではあるが、私達は「恐れるな・立ち上がれ」とのイ

エスの言葉を信じて、「ささやか」ではあるがワイズメンとしての活動を継続していきたい。

巻頭言

“メネットの集い” そして

大藪暢子

“メネット例会”という言葉を聞かなくなって、はて？いつからと思っています。

かつては弥生三月のメネット例会に間に合うように、皆、思い思いの手仕事

を持ち寄り、「あーでもない！こーでももない！」と考えながら賑やかに手作

りし、お土産にそして販売して、売上を献金したりしたものです。

また、手作り以外にも演奏会、講演会等々催して楽しく例会が盛り上がりま

した。

コロナ以来“リモート”が社会に広まり、対面での会合は一気に減りましたが、

今回は久しぶりに集まりをもてて嬉しい限りです。

宮本メンのご指導のもとに“ほっこりするひととき”を計画しました。

それは何でしょうか？乞うご期待！！！

さて、これからマスクから開放されるとの事ですが、本当に喜べることか心

配です。

罹患しても免疫力・体力をつけ、後遺症に悩まされにくいように元気な高齢

者として、過ごしたいものです。

“日々是好日”をモットーに三月例会を迎えましょう。

▼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 Ulrik Lauridsen(Danmark)
主題：Let Your Light Shine(輝かそう、あなたの光を)
スローガン：Good Communication is the Cornerstone in Every Cooperation
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河内ニコニコ献金語録 2月例会
丸尾欽造メン:  85歳になりました。家では娘たちから

心配をされ、大奥みたいな暮らしています。今日は皆さ

んのお顔を見られ嬉しく思っています。有難うございま

した。

横田憲子メン:  本日の例会で次期会長に手を挙げて
くださった、中西進泰メンに全会一致の賛同があったこ

とは誠に喜ばしいことと心より感謝です。

2月例会報告
横田憲子

日時：２０２３年2月16日（木）１８：３０～２０：００

会場：サンホーム 1階ホール

出席者：メン・藤井敬子、望月強、丸尾欽造、宮本桂子、

大塚由実、横田憲子

メネット・大藪暢子、丸尾初子、望月治子

サポーター・宮本さん、丸尾コメット

欠席：中西進泰―東大阪市より五島列島へ視察のため

佐古至弘―お元気ですが親族のご不幸で疲れ

のため

司会：藤井敬子

開会点鐘で例会が始まりワイズソングと丸尾メネットの

聖句拝読が進み、丸尾会長挨拶より、先日の臨時総会

で中西進泰メンが会長に名乗りを上げてくださったこと

で、採決を取られ全会一致で承認となり喜ばしい例会

を迎えた。メンバーの積極的なサポートをお願いすると

ともに中西メンの人をよく知っていただく必要があり、心

の通ったクラブ運営をサポートしていきましょう。河内ク

ラブの役割分担はクラブ全員で決めていくようにしたい

と話された。

続いて「中西進泰メンご挨拶」を大藪メネットが代読さ

れた。

①２月例回はTOF（Time of Fast）。断食のときで例会

において１食を抜き、その費用を献食とする。そして

「TOFプロジェクト」を作成し国際会議で決定されると、こ

の資金を活動に利用できる決定が下りる。

②大阪YMCAより大西由美担当主事が世界YMCAで

取り組んでいる「ピンクシャツデー」の説明があり、２月

例会では何かピンクの物を身に着けていただくことを伝

えていたので、出席者の皆様各々工夫されていた。

③結婚記念日 丸尾夫妻

藤井夫妻

誕生日 丸尾欽造メン

④ニコニコアワー 担当 大藪メネット 丸尾メネット

献金９，０００円

⑤予定時刻の20：00に閉会点鐘が響いた
宮本桂子メン: 中西進泰さん次期の会長職お引き

受け有り難うございます。頑張ってください。今日は

皆さんピンクで染まっています、私はピンク色が大

好きです。

大塚由美メン:   ピンクシャツマンスにご協力ありが

とうございます。壁に丸尾さんから頂いた大きなピ

ンクシャツ、その周りに皆さんのコメントを記したピ

ンクカードを貼り付けいたしました。利用者・職員も

ピンクカードを見てください。いじめをなくすピンク

シャツマンス地域に広めてください。
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第34期阪和部第3回評議会 報告（要約）

会長 丸尾欽造

開催日：2023年2月18日（土）13：00～15：45

会 場：大阪南YMCA 2階ライブラリー

出席者：阪和部役員6名、担当主事2名、事業主査4名、事

業委員長2名、クラブ会長5名、クラブ代表他5名。部則第8

条2及び5（1）を満たし、評議会成立宣言された。

・部長挨拶、クラブ会長報告、事業主査・委員長報告

担当主事報告を経て（報告略）、議案審議に入る。

【議案事項】

第1号議案：「第2回評議会議事録の承認について」 ・一部

の字句を修正の上、改めて諮る旨、提案され、承認された。

第2号議案：「西日本区費改定の賛否を問いたい」

・賛成、反対、条件付きなど部内の意識調査として

提案された。部長個人の判断を控え、区役員会に備える。

第3号議案：「部報に関する事項を阪和部部則施行細則に

追加する」

第4号議案：「部報において差別や誹謗・中傷を防止する

策」

・第3号議案及び第4号議案は、合わせ、継続審議

とする旨、部長より提案があり、賛成多数で承認された。

【協議事項】

第1号協議案：「ロースターの電子化および個人情報の収録

項目削減の件」

・区は、

a)電子化に向けてその長短を含め検討中。

b)個人情報収録項目についても検討中。

第2号協議案：「ワイズメンズクラブ西日本区の法人化の件」

・一般社団法人、そして公益社団法人への検討、

法人格による個人責任の軽減化など協議された。

第3号協議案：「副部長の新設について」

・必要性について積極的な発言は見られなかった。

【報告・連絡事項】

2023年阪和部新年合同例会の結果報告

・前畑壮志会長（和歌山）から、謝意表明、収支報告及び剰

余金￥47,29の使途について説明があり、剰余金から

￥30,000を阪和部に寄贈された。

第34期阪和部会計中間報告

・高井亮吉阪和部会計（奈良）から、中間収支項目明細を提

示し報告された。

監事講評（報告略）、YMCAの歌斉唱を経て閉会宣言された。

以上

（この報告は公式な議事録との関連はありません）

望月強メン:   ピンクシャツデーに出席するのは怖

さを感じます。ピンクシャツを着ていかないと、い

じめられるのではないかと心配します。救いとす

ればペンでもハンカチでもピンク色の着いている

ものを身に付ければ良いとなっています。苦肉の

策がマスクにピンクのハートマークを付けました。

望月治子メネット:  誕生日のお祝有り難うございま

した。83歳になります。昔、奈良大仏マラソンの参

加の折に買ったピンク色のTシャツです、何度も捨

てようと思ったシャツです。少し若返った・・・

藤井敬子メン:  本日の司会をさせて頂きました。

孫にピンクシャツディーの話をすると「頭にピンクリ

ボンを付ければ・・・」と言われましたが、流石に

チョット恥ずかしいので、ピンク色の眼鏡ケースを

持参しました。今日はTOFの日で、朝から実行して

います。今おなかが空いてきました。

大藪暢子メネット: 一月遅れの誕生祝いを頂きま

した。目出度く喜寿を迎えました。この一年を歓び

ながら生きていけるように頑張ります。ピンク系の

物は持っていません。三日間探したダブダブのT

シャツで参りました

丸尾初子メネット:  和やかな感じの例会でしたね。

結婚して55年、エメラルド婚を迎えました。此れま

で何も無くここまで過ごせました。感謝です。
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・中西のぶひろの「なの」情報箱・

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

・原稿締切日 3月24日（金）

3．その他

クラブ預金口座の名義変更については

代表者を望月強さんに変更する

【報告・連絡事項】

西日本区大会の案内

期日：2023年6月10日（土）

13：00～11日（日）12：10

場所：大会会場・・熊本城ホール

懇親会・・ホテル日航熊本

出席：望月メン

阪和部第3回評議会報告

日時：2023年2月18日（土）13：00～15：45

■これは便利！QRコードを活用しよう！！

最近よくＱＲコードを見ることが多くなりました。「QR」はQuick Response の頭文字をとったもので直訳すると

「素早い反応」というのでしょうが、もともとデンソーが部品の商品管理のために開発されたもので、情報を

高速で読み取る仕組みです。これがホント便利で、スマートフォンの内蔵カメラでQRコードを読み込むと一

瞬にして自分が見たいサイトに飛んでくれ、いちいち面倒なアドレスを入力しなくてもいいし、検索する必要

もありません。例えばワイズメンズクラブ阪和部のホームページを見たいと思うと、「https://www.hanwa-

bu.com」というアドレスを入力するか、「ワイズメンズクラブ阪和部」と文字を入力して検索する必要がありま

すが、QRコード（画像１）があれば内臓カメラで撮影（スキャン）すると一発で探してもらえます。また河内ワイ

ズメンズクラブが発行しているブリテン（２月号）を見たいときも、QRコード（画像2）をカメラで撮影（スキャン）

するだけで見ることができ、たいへん便利ですね。

★どうしたらQRコードをスキャンできるの？

ＱＲコードを読み取るときにはスマホの内蔵カメラのレンズを向けますが、専用のアプリケーションソフトが

必要になります。スマホで「QRコード読み取りアプリ」と検索すると、何種類か出てきて、その中のひとつをダ

ウンロードすると完了です。しかし慣れないものにとっては「アプリをダウンロードして、スマホにインストール

する」といっても、どうしていいかわからないし、何種類かあるアプリのうちどれをダウンロードしていいのか、

もなかなかわかりません。しかしこれをやらなければＱＲコードを使えませんので、自分ではどうしてもできな

いという人は、人に聞くなどして、早速やってみてください。

★拡がるＱＲコードの世界

商品管理から始まったＱＲコードですが、今では野球やコンサートにチケット、遊園地の入場券にもＱＲ

コードが使われ、チケットレスの流れになってきていますし、航空券や鉄道の乗車券にもＱＲコードで本人

の確認をするようになってきて、利用の範囲は急激に増えてきているように思います。インターネットになれ

ない層には、ＱＲコードも敷居が高いように思えますが、スキャンできるアプリさえダウンロードできて、それ

を出せるようになれば，ＱＲコードを簡単に使うことができるようになり、世界が急速に拡がるのではないで

しょうか。ＱＲコードを使っていない人は、ぜひチャレンジしてみてください。

画像2（河内ワイズのブリテン２月※画像1（ワイズメンズクラブ阪和部ＨＰ）

第8回役員会報告
宮本桂子

日 時 : 2023年2月23日(木) 

午後6時30分～8時00分

場 所： YMCAサンホーム 1階ロビー

出席者 : 望月強 横田憲子 丸尾欽造

大塚由美 宮本桂子

丸尾メネット 大藪メネット

【協議事項】

１．3月例会 2023年3月16日(木)

18：30：～20：00 （CS・メネット）

会 場： サンホーム 食事：なし

例会担当：司会 ・・大藪暢子 クラフトの

準備・・宮本桂子

湯茶の準備 ・・丸尾欽造 ＣＤ準備・・大塚由実

２．4月号ブリテン担当

巻頭言：横田憲子 例会報告：丸尾初子
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東YMCAリーダー
杉村マキ（こあらリーダー）

2月22日にピンクシャツデーがありました。毎年2月の定

例活動では、ピンクシャツデーができた経緯を話したり、自

分の身の回りでいじめが起きている時にどうしたらよいか

考えたりします。私はこれまで子どもたちと、いじめが起

こってしまってからのことを話すことが多かったためいじめ

を防ぐにはどうすればよいかを子どもたちと考えていきた

いと思いました。「お友だちに優しい言葉を言う。」や「みん

なが好きなものを大事にしたい。」などという子どもたちの

声から、みんながお互いのことを認める重要性を改めて感

じることができました。私を含め、たくさんの人がYMCAで初

めてピンクシャツデーについて知ることが世の中を変えて

いく力になることを願います。

☆第347回早天祈祷会☆

日時：2023年3月17日（金）7：30～8：15

証し：惠美奈 博光さん（えみな ひろみつ）さん

（元大阪YMCA常議員、

大阪サウルワイズメンズクラブ会員）

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。

３月西日本区強調月間

CS
CS献金100％達成と資金を有効活用した地域社会貢献に努めましょう。

伊藤 文訓 地域奉仕・環境事業主任（長浜）

Menettes
例会へメネットも積極的に参加しましょう。 メネット間の交流推進、茶話会や旅行を計画して懇親を深めましょう。

吉本 典子 メネット委員会委員長（熊本ジェーンズ）

ＹＭＣＡニュース
大塚由実

2月22日のピンクシャツデー、入居者や利用者、皆様のご協力も得ながら、サンホームのロビーは、たくさんのピン

ク型メッセージカードで彩られました。

ＹＭＣＡでは、地域の皆様やボランティア、スタッフ、入居者、利用者が一体となってこのプログラムに取り組んで

います。これからも高齢者介護だけに留まるのではなく、変化する地域社会の課題に向き合うサンホームでありた

いと願っています。

今後も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。

臨時特別総会報告 宮本桂子

日時：2023年2月9日（木） 18：30～20：00

会場：サンホーム1階

出席者：望月強・横田憲子・丸尾欽造・中西進泰・藤井敬子・宮本桂子

次期会長選出は、現時点では候補者の選考に至らなかった旨報告があったため、今後の河内ワイズメンズの方

向性について総会を開催することとなった。

そこで、中西進泰メンが次期会長に立候補され、全会一致で承認された。しかし、現在の中西メンの状況を勘案

し、メンバーが出来得る限りの協力、支援を行なうこととした。

東YMCAウエルネス
切通菜摘

今年度も残すところあと1ヶ月となりました。

今年度、東大阪地域リーダー会から社会へ羽ばたく

リーダーはおらず、次年度以降も活動が続いていきま

す。リーダー会会長も継続をして杉村マキさん(こあら

リーダー)が担当をいたします。

今年度の経験をバネに次年度は、地域と共にリー

ダーと共に活動を進めていけるようにチャレンジしてい

きたいと思います。
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● ●

３月例会プログラム】

日時：2023年3月16日（木）18：30～20：00

会場：サンホーム1階ロビー

開会点鐘 会長 丸尾欽造

ワイズソング 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

「笑い文字」をみんなで 担当 宮本桂子

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

閉会点鐘 副会長 横田憲子

● ●

Wedding Anniversary

3月2日 大塚夫妻

編集後記
ウクライナ－ロシアの戦争が始まって1年が経ちまし

た。一日も早く戦争が終わることを願います。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。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

パソコンからはhttps://hanwa-bu.com/

河内クラブ予定表

3月11日(土）～12日(日)

次期会長・主査研修会

会場；大阪コロナホテル

3月15日(木) 各事業献金・送金締切日

3月16日(木) 大阪河内3月例会

会場：YMCAサンホーム

3月23日(木) 第10回クラブ役員会

会場：YMCAサンホーム

4月20日(木) 大阪河内4月例会

会場：YMCAサンホーム

4月27日(木) 第11回クラブ役員会

会場：YMCAサンホーム

4月29日(土）岩坂正雄さんを偲ぶ会

会場：大阪YMCA会館

2階ホール・開会14:00

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

2月　会員状況

会員数（担当主事含む） 8名

（功労・特別メネット会員） ２名

会員2月例会出席者数 6名

メークアップ者数 1名

2月の出席率 100.0%

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 3名

2月例会出席者数 9名

2月例会充足率 112.5%

2月役員会出席者数 7名

2月例会ニコニコ・ファンド ¥9,000

ニコニコ・ファンド累計 ¥67,500
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