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巻 頭 言   メネット会長 望月治子 

「ポジティブ発想で生きる」 

昨年度、思いもしなかった新型コロナウイルス禍で 3 月のメネット会も

中止となりました。我が家の孫も大病を患い面会謝絶となり辛い日々

の一年でしたが今は孫も回復に向かい安堵しています。 

そんな時は私の脳はマイナス思考

となりネガティブ発想しか浮かびま

せん。その時にある書物に出会いま

した。「ネガティブ発想」は脳にマイ

ナス思考に堕ちストレスをためま

す。」「脳の機能を最大限に使うには

前向きに生きることが必修である」 

ポジティブ発想を持って心を奮い

立たせます。好奇心を持こと、前向きな姿勢を持つことが脳は

大好きです。 

未来の世界に好奇心を持ち前向きに生きることが、脳にも人

生にもいい事なのだと思います。コロナにまけずに楽しいメネ

ット会が開けますように願って居ります。 

 

主  題  2019－2020 年度：クラブ・部・区・アジア太平洋地域・国際 
ク ラ ブ 主 題 :今 出来ることを今やる Do what you can do now         会長・望月 強 

阪和部長主題 :  「寄り添う｡ 忘れない。」Stay with you. Never forget you 部長・中井信一 

西日本区理事主題 :  ”Let's do it now !”                    西日本区理事・古田裕和 

 〃 副題     : “2020 向け誇りをもって．All is well”            

アジア太平洋地域会長主題 ：Make a difference（変化をもたらそう）：    会長 David Lua（シンガポール） 

 〃 スローガン  : INSPIRE  （奮い立たせよう) 

国際会長主題：Trust in the river of life （命の川を信じよう) 国際会長 Jacob Kristensen（デンマーク） 

〃 スローガン   : Values, Leadership and Extension （価値観、リーダーシップ、エクステンション） 

【今月の聖句】   詩編 90篇 12節      〈選・解説 岩坂正雄〉 

「生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。」 

――暮らしや価値観が大きく揺さぶられた 2020年度を、 

「正しく数え」ながら、ともに振り返りましょう―― 

The Y’s Men’s  Club  Of 

OSAKA-KAWACHI 
Chartered  Sep.29 1975    “To Acknowledge The Duty That Accompanies Every Right” 

 

 

C/O Osaka Higasi YMCA 

3-1-18 Mikuriya Minami 

Higasi-Osaka JAPAN 

577-0034 

http://kawachi-ys.org 

 

 

3 月例会プログラム 

 

3 月 18 日（木）18：30～20：00 

会場：リージョンセンター希来里 

 

司 会    丸尾メネット 

開会点鐘  望月メネット会長 

メネットソング   一 同  

聖句朗読   初田メネット 

会長の時間  望月会長 

YMCA報告  宮原担当主事 

インフォメーション 

ハニースマイルの音楽アワー  

恵美奈夫妻 

結婚・誕生お祝い望月会長 

ニコニコ   丸尾欽造君 

YMCAの歌     一 同 

閉会点鐘   大藪メネット 

                      

以上 

http://kawachi-ys.org/
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２月例会報告      大藪暢子 
日 時：2021年２月１８日（木） 18：00～19：00 

会 場：ラインによる例会 

出席者 メン 望月・丸尾・宮本・宮原 

    メネット 大藪・丸尾・望月 

    ゲスト 猪口武志（YMCA ウェルネス事業部） 

                 以上８名 
 （感染リスク回避のため今月もライン例会となりました。） 

定刻に宮本メンの司会で開会。望月会長の開会点鐘の後

ワイズソングは CD に合わせ、各自の場所で歌う。 

その後 大藪メネットによる聖句朗読、ゲストの紹介と続

く。 

会長の時間  

1 サンホームに入れない状態が続いている。 

 2 阪和部会はｚoom で行われ 8 名参加 

インフォメーション 丸尾メン 

1 “ピンクシャツデイ”のプログラム開催 

  2/23（火）９：３０～１５：００ 於：大阪城公園 

  上記の時間内で自由参加 参加予定 望月・丸尾  

 2 2/27（土） こども広場デイキャンプ 

       枚岡公園（枚岡山あたり）で自然と遊ぶ 

楽しさ、人と触れ合う温かさを感じて欲 

しい。 

参加小学生は最大 10 名まで 

ワイズの支援を要請されている。 

ゲストスピーチ 猪口武志氏 

 1980 年生まれ。YMCA との縁はサッカー教室に入った

ことから始まり、就職の面接では当時のリーダーが担当

だった。内定後、徳島採用。そこで箕浦メンと知己を得た。 

 大阪に来て 中河内地区（八尾・東大阪）へ。 

サッカーよりラグビー・野球と言う地域で大変であったが

3 年前から女子チームの監督にもなり、健康促進のクラス

を立ち上げたが、コロナの昨今採算は厳しいとのお話し

でした。そして 八尾・東大阪地域の健康スポーツクラス

の支援を要請されました。 

 後日ラインに「Web 上でしたが、みなさんにお会いでき

たこと嬉しく思っています。今後ともよろしくお願いいた

します」とお礼のメールを頂きました。 

結婚・誕生祝 

 会長から披露。ライン画面上でバースデイソングを 

歌う。プレゼントは後日・・・ 

同様に YMCA の歌を斉唱。会長による閉会点鐘で 

定刻に閉会した。 

1月例会 ニコニコ語録 起稿 望月 強 

                  （敬称略） 

宮原：今月の 27日ＹＭＣＡ子供広場の行事として枚岡

公園でデイキャンプを行います。コロナ感染のため、行

事がストップしていましたが対策をして安全に行いま

す。スタッフの切通さんが頑張っています。 天気だけ

が心配です。河内クラブさんのご支援を頂き有難うご

ざいました。 

望月： 今月もラインを利用したリモート例会になりまし

た。早く規制が解除され一堂に会してお話しできれば

と思います。昔から言われる「同じ釜の飯を食う」この

言葉がよぎります。 

この例会の後、ＹＭＣＡ東のリーダー会が始まりま

す。我々はラインですがリーダー達はミートという方

式でされます。若い人たちだけあって上手に運営され

ています。 

望月（メネット）： 猪口さんのお話を聞き、子供達が小さ

いころＹＭＣＡの野外活動やリーダーをしていた頃を

懐かしく思い出しました。今後の活躍を祈っています。

有難うございました。 

宮本： 東北支援のパンフレットが来ました。直ぐにお米

を申し込みました。ササニシキです。（望月：私も美味しい

防災セット、三陸の魚の缶詰が届きました） 
丸尾（メネット）： クラブから結婚記念日のお祝いを頂き

ました。有難うございました。再来年はエメラルド婚

（55 年）になります。その時は娘たちが楽しい企画を

立ててくれるようです。今から楽しみにしています。 

丸尾：猪口武志様とは今日初めてお目にかかります。先

日荷受けの時にお会いしていますが。マスクを外され

てお顔全部を見せて頂くのは初めてです。猪口さんの

お話は中身が濃く上手にお話をされました。 

大藪（メネット）： リモート例会の司会で参加出来て良か

ったです。今日丸尾さんが 2 月 27日生まれでお誕生

日のお祝いでした、私の主人は２/２６です、（昔を思い出

します）ライン入室は出来ましたが、退室が出来ないで

す。先ずは お先に失礼します。・・・ 

（暫くして）画面が消えました。成功！ 

丸尾： 「ラインを駆使して出席率１００％を目指そう」 

 

第４６期 第 10回役員会報告  書記 宮本桂子 

日 時 2 月 25 日（木） 18：00～19：00 

場 所 リモート会議（ライン）  

出席者 望月・横田・宮本・丸尾・宮原・田中 

     望月メネット・丸尾メネット・横田主人 

【審議事項】  

1. ３月例会 メネット例会 

日 時 3 月 18 日（木） 18：30～21：0０ 

会 場 リージョンセンター希来里 

    5 階 ミニ音楽ホール 

    食事なし 

  役割分担  

  司会 丸尾メネット 聖句朗読 初田メネット 

  ニコニコ 丸尾 受付 藤井会計 

  軽食手配 飲み物 藤井 スナック菓子 宮本 

2. 4 月ブリテン原稿 

  巻頭言 大藪メネット 3 月例会報告 横田 

 役員会報告 大藪書記 Y ニュース 切通さん 

サンホームニュース 宮原君 

にこにこ起稿 望月 ブリテン発送 4 月 1日 

原稿締 3 月 26 日（金） 必着 

3. 3月メネット例会・・恵美奈夫妻を迎え、音楽例会 

4. 子供広場 デイキャンプ支援金 3 万円で承認。 
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５. YMCA リーダー卒業記念品について  

3 名予定  会長に一任 

 

６．大阪 YMCA ウエルネス事業部が展開する 

「八尾・東大阪地域健康スポーツクラス」 への支援に

ついて 

      継続審議とする 

【報告事項】  

1. 阪和部評議会 2021年 2 月 27 日開催  

会場出席：丸尾・横田 リモート出席：望月・宮本 

２. 第 32 回阪和部会（ハイブリット形式） 

2021年 2 月 20 日に開催された  

河内より 8 名参加 

３. 大阪 YMCA ピンクシャツデーラン大阪城公園 

2 月 23 日 丸尾・望月・望月メネット参加 

４. 西日本区次期会長・主査研修会が 2021 年 3 月 6 日

（土）13：30～18：30（単日開催）されます。   

  リモート出席：横田・望月 

５. 紀の川クラブ 八朔の販売 

河内クラブ 8 ケース購入 

６. 卒業 YMCA リーダー3 名   

卒 Y 式 3 月 23 日 午後からを予定 場所は未定 

   野間田 佳奈（りん） 新家 楓（もみじ）  

西野 珠紀（たま） 

 

 

 

初のオンラインで開催された 第 32回阪和部会    報告 丸尾欽造 

 

日時：2021年 2月 20日（土）14：00～15：30 

会場：奈良商工会議所、和歌山 YMCA、大阪南 YMCA、キックス 他 個人ベース 

参加者：133名（登録名簿） 

●今期の阪和部会は昨秋に予定されていたがコロナ禍の改善が望めず計画の変更を余儀なくされていた。新

たな企画として、オンライン形式よる開催に向けて準備に着手され、今回、初めての「ハイブリット部会」

として開催された。 

各会場では ZOOM通信システムが構築されていて、事前の準備が滞りなく終えられた様子が写し出され、期待

と緊張感が伝わっていた。 

●定刻、中井信一部長から開会点鐘とご挨拶。今回の準備に携わって下さった内外の方々へ謝意を述べられ

部会への参加者に歓迎の意を表された。仙台の地から発信される村井伸夫様（仙台 YMCA総主事）の講演を今

後のワイズ活動に向けてヒントにさせていただきたいと、ご紹介された。 

●ホストクラブ会長・熊巳由佳さんのご挨拶の後、来賓ご挨拶では西日本区理事古田裕和様、奈良 YMCA総主

事三枝隆様から、部会開催を迎え丁重な賛辞を頂いた。また、ご挨拶を頂いた西日本区次期理事新山兼司様

をはじめ、区役員の方々や各部からの参加者を多くお迎えし、厚みのある部会となった。オンライン部会は

アクセスの利便性において諸負担を軽減できる面もあり、133名参加への追い風を受けたと言えるかも知れな

い。オンラインの運用について途上にある今、積極的なご参加に胸が高まる。 

●東日本大震災から 10年『被災地のいまとこれから』と、題して村井伸夫様からご講演をいただいた。今回

の講演は中井部長の主題につながる重要なテーマであり、念願かない今日を迎えた。初めに、「本来なら、会

場で皆さんとお会いして一緒にお話をしたかった」、とご挨拶。先日の震度 6強の地震も全域で大きな被害も

なかったそうで、仙台 YMCAはダクトの垂れ下がりで天上が破損したとのこと。また、仙台 YMCA関係で数名

のコロナ感染が発生したことなど近況報告を受けた。 

●今回の阪和部会のために、村井さんが自ら被災地を巡り撮影された数々の画像が次々と映し出された。そ

して、被災地への寄り添いを通して積み重ねられた尊い体験をお話しされた。 

画像は、旧宮城県気仙沼向洋高等学校、南三陸町総合防災庁舎、女川町「旧交番跡」、東松島市の JR野蒜

駅、石巻市「旧大川小学校」、山本町「旧中浜小学校」など震災遺構を中心に紹介、改めて当時の悲惨な状況

に心が痛んだ。震災遺構を定めるにあたってはご遺族の了解を得る上で大変なご苦労もあったが、二度と災

害が発生しない願いと悲惨な事実を後世に伝え、忘れることのないようにとの願いで定められた。 

●海岸線にあった道路の脇には 10ｍの新しい防潮堤が構築され、また道路は盛土されて二重の防潮堤と姿を

変えた。さらにその奥の山を切り崩した高台に居住地域が造られ、再び命が失うことのない新しい形の町づ

くりが進められている。しかし、そこに生活される高齢者や体の不自由な方にとっては買い物など困難もあ

り、移動販売車が生活を支えている状況である。皆さんにも一度訪問いただきき、震災遺構で当時を想い出

し、そのことを教訓にして生まれ変わった町を是非ご覧いただきたい。その時は是非ご案内させていただき

たいと思っています。 

●この 10年を振り返り、私を支えてくれたことが二つあったことをいつも覚えています。 

その一つは、震災直後に南三陸の国道 45号線沿いにあったベニヤ板に黒いペンキで書かれた文字です。「昔

のままの未来に向かって」と、その言葉。町は奇麗に生まれ変わっていますが、だけど被災地に住む皆さん 
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の心の中には 10年経ってもここに書かれた言葉に思いは一致しているのだろうと思います。昔は、出かけ

る時も鍵をかけない、料理していても調味料が足りなければ隣近所に借りることができた。分け合った

り、子守りをお願いしたり、そんな毎日だった筈です。それが今ではカギをかけてドアや窓を閉めれば隣

の声も何も聞こえない素晴らしい団地に住んでいて、人との接点がほとんどなくなった高齢者の方が多

い。

地域の方が交流の場を用意されても参加できない。そんな生活が被災者の姿です。それでも皆さん

は、今を嘆いたり不平不満を言ったりすることは一切ありません。でも心の中は震災直後にベニヤ板に

書かれた文字の「昔のままの未来に向かって」を、昔の町に戻ってとの願いは今でも思っておられる

と、思います。これから被災者の方と接するとき、このことを決して忘れてはいけないと思います。 

もう一つは、震災直後から支援活動を続けている時に、心に残った讃美歌の歌詞があります。讃美歌 536

番、一番の「水の上に落ちて 流れし種も、いずこの岸にか 生い立つものを」そして 2番の「風に 

折られしと 見えし若木の、おもわぬ木陰に 人をも宿さん」の言葉。この言葉が私の心にとまりまし

た。仙台 YMCAが苦難のさなかにあったとき震災が起こり、心の向くまま被災地に向かい支援活動の中で

この讃美歌に触れました。仙台 YMCAは水の上に落ちた種であった。でも、いつかきっと被災者のために

お役に立てるようになりたい願い、そして、風に折られそうに見えるまだ若くて細い木もいつかは成長

して大きな木陰を作り、そこに人が憩いの場所を求める。なんの役にも立たないと思われた仙台 YMCAも

いつかは誰かのために役に立つ YMCAに変わりたいと思った讃美歌です。 

●この 10年を振り返り、誰かのために私たちは何かをしなければと思って動いた 10年でした。でも、

誰かのことを一生懸命支えようとした人も実は多くの人に支えられていたということです。そして誰か

に支えられているように見える方もその場において実は誰かを支えていたということに気付きました。

人は誰かと誰かが繋がって生きていると思った 10年間でした。これからも被災地に心を寄せていただけ

れば嬉しく思います。 

●ご講演の骨子をまとめさせていただきました。参加者は、望月強、望月治子、横田憲子、宮本桂子、

宮原学、箕浦史郎、丸尾欽造、丸尾初子、以上 8名。 

 

  ご挨拶の中井信一阪和部長 

 

 

 

 

 

 

 

講演される村井伸夫仙台 YMCA総主事 

  

 

 

 

 

 

 

震災遺構の旧宮城県気仙沼向洋高等学校 

 

津波で自宅が全壊、「みんなのた

めに役立つことはこれしかない」

と、学校が再開できるまで水を汲

みつづけた少年（10歳）   

 

 

 

      

大阪南 YMCA会場から 

横田憲子さん 

 

 

 

 

各会場の紹介

（左）時計回り 

奈良・仙台 

大阪南 Y 

和歌山 Y 

キックス 

和歌山 Y  
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～いじめをなくそう！～ ピンクシャツデーラン 

今年のピンクシャツデーは、大阪城公園特設コー

スでのランニング。2 月 23 日天皇誕生日の祝日、

9：30から 15：00までの都合のいい時間帯に、ピン

ク色の服装や小物を着用してのランニングで、“い

じめをなくす”ために私たちができることを、楽し

みながら考えましょう！と、企画された。 

大阪 YMCA とスポーツクラブ NAS 社との合同イベン

トで、多くの協賛企業も支援参加されている。 

当日は好天に恵まれ、「ランニングベース大阪城」

（ランナーサポート施設でロッカー・シャワーも完

備）前には、三三五五、参加者が来られ、ピンク色

に変身し次々とコースへとスタートされた。 

本格的なランナーもおられ、話しながらジョグされ

るグループ、手をつなぎウォーキングの家族や YMCA

のウエルネス・キッズの可愛いグループなど、それ

ぞれのスタイルで楽しんでおられ、柔らかい汗をに

じませておられた。走らない私も解放感に満ちてピ

ンク色にレンズ向けて応援していた。 

折から大阪城の梅林園も満開で訪れる方も多く、散

策される人の流れの中を、ピンク色に染めて走る光

景はもう一つの「梅林」にも見えた。 

ワイズメンの参加は意外と少なく、開始時刻から 2

時までの滞在中にお会いしたのは中西部の方 7 人

だけだった。河内からは望月夫妻と私が参加。 

大阪河内クラブが東映（株）から頂いていたキッズ

向けのお楽しみ袋「キャラクターグッズ」200セッ

トを提供させていただき、キッズのお土産に配って

いただいた。幼児から高齢者まで、春さきがけの野

外を楽しんだ一日でした。 

             リポート：丸尾欽造 

お土産を手に、楽しかったキッズの一日 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひときわ引き立つコスチュームが駆け抜ける   
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 デレクターの猪口スタッフと望月会長   

 

PINK SHIRTS 

DAY 
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ブリテンが届くころには 春一番があったかも知れませんが まぁちょっと ほっこりしてください。 早 春 賦 です。 

大阪城公園の梅林  （撮 影 望月会長）  

2/22 石切 アンズの花が四分咲き 2/24 コブシが一気に 咲き始めました。 

畔道には土筆やホトケノザ         庭の片隅ではクロッカス  ミモザも満開です 

                               生駒山麓 石切在 田中 写                  
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リーダー会ニュース    東大阪地域ユースボランッティアリーダー 山口実紀 

こんにちは。東大阪地域 3年目のみにーリーダーです。来年度、東大阪地域のリーダー会長を

務めさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。 

 いつもリーダー活動をご支援いただきありがとうございます。子ども広場のデイキャンプ

にもご支援いただき、ありがとうございました。みなさまのおかげでデイキャンプの準備が着

実に進んでおります。当日の様子については、後日お知らせさせていただきます。 

 今月のリーダー会は、「今年度のリーダー会での学びを言葉にして共有する」というテーマ

で行いました。第一部では、私からお話させていただきました。今年度のリーダー会のねらい

が「可能性を広げる」であったので、これまでのリーダー活動やそれ以前の生活で可能性が広がったと感じたこと

をお話しいたしました。私自身、そういったこれまで得てきた学びを言語化することはなかなかなかったため、自

分を振り返るいい機会になったと感じています。第二部では、今年度のリーダー会について振り返り、この活動を通

して感じたことや印象的だったこと、考えたことを言葉にして共有しました。リーダー1人ひとりがさまざまなこと

を感じ、それを子どもと関わる活動に活かそうとしていることを感じました。  最後になりましたが、日頃からの

あたたかいご支援に感謝いたします。ありがとうございます。

 

サンホームニュース 
特別養護老人ホームサンホーム宮原 学 

少しずつ温かい日にちが増え、春が近づいてきているように感じます。 

河内ワイズメンズクラブの皆様にもご協力いただき、2 月 27日（土）に YMCA 子ども広場の子どもたちを対象に

したデイキャンプを枚岡公園で行います。 

 天気は、雨上がりで気温が少し低い予報ですが、この原稿が記事になる頃は、安全に子どもたちが楽しんだ

様子が報告されていることを願っています。 

3 密、ソーシャルディスタンス、非常事態宣言などなど。聞き慣れない言葉が飛び交った 2020年度。 

春の訪れとともに間もなく 2021年度を迎えます。 YMCAサンホームを含め、それぞれの地域で、それぞれの

課題と向き合い、一人ひとりの一助となれますように 2021年度は、若江岩田駅の玉川地域に大阪 YMCA 3箇

所目のケアプランセンター、こさかでは、こさか障がい支援センターを開設するために準備を進めています。 

YMCA ウエルネスニュース  

ウエルネス事業部 野外キャンプ事業 切通菜摘 

はじめに、子ども広場デイキャンプへご支援いただき本当にありがとうございます。 

今年度は、新型コロナウイルスの影響で子ども広場の活動ができておらず、でしたが、なんとか多くの人のお

支えもあり 1日だけの活動にはなりますが、子ども広場に集う人で活動の時間を持てますことにリーダー一同

大変光栄に思っています。当日の活動の様子はまた改めてご報告させていただきます。 

ウエルネスでは、日頃の活動に加え、春休みの特別プログラムに向けても準備を進めています。また、新年度

に向けてもリーダーとともに準備を進めています。 

今年度も残すところ、1 ヶ月あまりとなりました。今年度の良い締めくくり、そして次年度をしっかりと迎えられ

るように準備を進めていきたいと思います。 
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西日本区強調月間 3月 JWF 

JWFは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いいたします。 

                      西野陽一 JWF管理委員長（大阪高槻クラブ） 

生駒の北端に謎の建造物 （2 月の続報） 

左端は昨年暮れ頃に気づいた。 

 

中の写真は 2 月 24日に・・・・・・右側は 2月 26日 

 

覆いが取れたけれど、正体は不明だ！？  

 

なんだろう？ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                           

 

 

 会員数（連絡主事を含む） 10名 ゲスト・ヴィジター出席数 １名 にこにこ献金 

内 功労会員数 １名 メネット・コメット出席数 3名 ２月分     0円 

特別メネット 2名 功労会員・広義会員出席数 名 今期累計 47955円 

2月例会出席者数（会員） 4名 ２月例会出席者総数 ８名 充足率   80％ 

メイクアップ 1名 ２月役員会出席者数 9名  

２月の出席率 50％ ２月会員延べ出席者数 10名  

HAPPY BIRTH DAY   3月 

誕生祝  2日 藤井敬子さん 

     16日 佐古至弘君 

 

WEDDING ANNIVERSARY 
 結婚祝  3０日  田中惟介・加代子夫妻 

        

33 月月予予定定  

  1188 日日  例例会会  リリーージジョョンンセセンンタターー希希来来里里    

                      1188：：3300～～2200：：00００  

2233 日日（（火火））リリーーダダーー卒卒 YY 式式（（場場所所未未定定））  

  

2255 日日（（木木））役役員員会会  会会場場・・時時間間はは未未定定  

  

ここどどもも広広場場はは毎毎週週水水曜曜日日  ココロロナナ禍禍でで  休休止止  

第４６期 ク ラ ブ 役 員 
会 長: 望月 強 副会長: 横田憲子 書 記: 宮本桂子・大藪暢子 会 計: 藤井敬子・中西進泰  

メネット会長： 望月治子 直前会長: 丸尾欽造  担当主事: 宮原 学 

例会場・役員会場 ：サンホーム 6F 東大阪市御厨南３－１－１８   TEL 06-6787-3733 

    大阪河内クラブホームページアドレス   http://kawachi-ys.org/ 

編集後記  

久々の 8 ページである。記事の多いことは、活動を反映しているのだから歓迎するのだが、例会写真が無いので

膨らませようがない。リモートでは致し方がないのだ。マスク顔の写真もそろそろ飽いてきたし、どうしても 1 ページ

が埋まらなかった。そんな訳で 6 ページ目は春めいた写真で・・・・・ まぁお茶でも飲んでくつろいでください。 

コロナ禍で引きこもりがちだから 明らかに体力が低下している。寒い日は勿論 晴れた日は花粉のせいで歩く

気もしない。たまに歩くと足が上がっていないからつまづいたりする。 困ったもんだ。 

妻は健康診断に行けと うるさく言うが、男性の健康寿命は 72.14才（高齢社会白書 2018年版ちなみに女性は７４.

７９才）そして私は喜寿。予防医療は健康増進に加えて、医療費・介護費削減の効果もあるとして国や自治体は積極

的に施策を展開しているが、これは当面の公的医療費を減らせても寿命が延びた分、医療費がかかるわけで一生に

かかる医療費総額はむしろ増えてしまう。まぁ財政の事は偉い人が考えてくれるとして・・・中途半端だがこの項 終。 

約 6500万年前 恐竜全盛期のころ哺乳類の先祖は巣穴の中で卵を孵化させて子孫をつないでいた。巣穴を襲わ

れれば終わり。その頃体内に入ったウイルスの遺伝子がその生物の遺伝子に組み込まれ（PEG１０）胎盤を作るように

なったそうだ。それは生き延びる戦略となり、胎児は母子ともに襲撃から逃れられた。そして現代.ヒトの幼児は未熟

で独り立ちするまで 20 年近くを要する。 親の務めはそこまで育て上げることである。 その後の人生をどう選ぶ

かが今日の命題で 生きながらえることに重点を置くか、充実した日々を求めるか、すなわちQOL（生活の質）の問題

なのだ。 つまり 検査に時間をかけ、クスリをのみ、食事を制限し、御身大切に永らえるか、野放図に生きるかの 2 択

にあれば 後者を選びたいというのがコロナ禍にある（罹ってしまえば明日をも知れない高齢者である）小生の心

境である。                                  編集長 田中 

http://www.google.co.jp/search?rlz=1W1ACAW_jaJP358JP358&q=http://kawachi-ys.org/&spell=1&sa=X&ei=Flu9Ua7ODsnNkwW5p4H4Bw&ved=0CCkQBSgA

