
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             会長 横田憲子 

例年とは異なる世界中に拡がるコロナ感染の

ため、区理事をはじめそれぞれのクラブに至る

までワイズ活動に困惑が続いている。このよう

な環境が 3 年目に入ったまま、第 47 期大阪河

内クラブのスタートとなる。 

狭い日本でもコロナ感染者数に地域差が大き

く、子どもたちの行動やワイズ活動もガマンの

時間を送っている。健全な環境を保ち普通の生

活ができることがどんなに大切かを再認識させ

られる。 

 そんな中、大阪 YMCAが地球温暖化防止に向け

て進めてきた再生可能エネルギー変換が 2021

年に達成され、今後 SDGs13番の「気候変動に具

体的な対策を」への推進を宣言された。 

私たち東 YMCA も、サンホーム、リーダー会、

河内クラブが共に力を合わせ活動できる目標を

築き、身近にできることから始めてみませんか。

気候変動防止に願いをこめて。 
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▼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 Sanche (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」 
 
        
    

今月の聖句 マタイの福音書 16章 26節 
 
「人はたとえ全世界を手に入れても、自分の
命を失ったら、何の得があろうか。自分の命
を買い戻すのに、どんな代価を支払えようか」 
 
――東日本大震災による人々の痛みと試練を
共有できる心、それは東 YMCA 野外活動事
故に因んで設定された YMCA 安全の日（７
月 18 日）を覚える心と同じ「生命の尊厳」へ
の畏敬の念です――- 
 

●   

日時 7月 15日（木）18：30～20：00 

 会場 リジョンセンター希来里（予定）   

             Kick off & PR    

  司会            宮本桂子 

 開会点鐘          横田憲子 

 ワイズソング         一 同 

 聖句朗読                    望月治子   

 ゲスト・ビジター紹介    司 会 者 

 役員引継式・役員紹介        会長 他 

 会長他メッセージ      会長 他 

 インフォ―メーション     

 誕生お祝い         横田憲子 

 ニコニコアワー       望月 強 

 YMCAの歌          一 同 

 閉会点鐘          宮本桂子 

●    (食事の準備はございません)       ● 

          

１ 



 6月例会報告（LINE）

報告 大薮暢子  

日時：2021年 6月 17日（木）18：30－19：30 

会場：LINE リモート例会 

出席者：メン・望月 強、横田憲子、藤井敬子、 

       大塚由実、箕浦史郎、丸尾欽造 

  メネット・望月治子、丸尾初子、大藪暢子 

  ゲスト・清家球平（サンホーム） 

―――――――――――――――――――― 

今回は最終例会であるため、例え食事はなく 

とも対面例会が出来る様になればと努力の甲

斐なくリモートとなりました。（望月会長談） 

 

 司会は宮本書記の仕事の都合上、欠席され、

会長が急きょ司会を務め定刻に始まりました。 

 開会点鐘のあと、ワイズソングを各自で歌い、

その後、丸尾メネットによる聖句拝読された。 

 「会長の時間」では、西日本区大会報告があ

り、コロナ禍でリモート参加のためバナーセレ

モニーの場に立てず残念であったが、代議員会

には責務を果たせたと話された。参加者は望月 

強、丸尾メン、望月メネットでした。望月メン

は、次年度から部の広報委員長となられます。     

 メネット主査としてリモート参加の丸尾メン

の報告として、メネットアワーの対面参加者は

20名ほど。講演はスクールカウンセラーの方が

スライドで話されたことなど報告された。 

 メンバースピーチは箕浦史郎君。彼が、統括

本部に異動になられたのを機に“YMCAのお話し” 

をされました。入社以来 20年になるが、現場か

ら初めて外れられ、杉村部長の補佐として 4 月

より次長となった。 

 先週末、日本 YMCA同盟協議会 が開催され（毎

年 1 回）、大きなテーマは“パンデミック”で、

今こそコロナ後のことを考えてアクションを興

こそう（全国の YMCAの地域計画をどのような方

向にもってゆくか）。高槻日吉台の牧師のお話し 

は、“埋もれた光を捜しに行こう”。皆がよりよ

くなる様な社会になるよう YMCA が 140 年前か

ら大切にしてきたものに加え、更に価値観の変

わろうとしている時に、次の未来の人たちにつ

ながる“アクション”を。“会うことが大切”今

回、見つかったことは、対面ではなくともリモ

ートでつながることができる。故に、アジア地

域の YMCA とも今までは 1 年に 1 回位しか会え

なかったのが“オンライン”で月に一度ぐらい

会議をもて、より多く意見交換ができた等々、

話してくださいました。お元気そうで何よりで

した。これからのご活躍をお祈りします。 

 結婚記念日、誕生日のお祝いなど会長からの

報告、ニコニコの一言スピーチ、そして YMCAの

歌を各自で唄い、横田次期会長の閉会点鐘で幕

をとじました。 

                   以上 

第 1回役員会・報告

書記：丸尾欽造 

開催日時:2021年 7月 24日(木)18:30～19：30  

会議場:オンライン（LINE）出席者：望月 強  

宮本桂子、大塚由実、丸尾欽造、大藪暢子 

クラブ主題：“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” 

[協議事項] 

１．新年度を迎え、クラブの現状報告  

  ・退会：田中惟介、初田眞佐子（特別メネ 

ット） 

  ・会員 8名、担当主事会員 1名、特別メネ 

ット 1名（期首 7月 1日現在） 

  ・メネット会長は置かずメネット連絡員を 

新たに置く。 

２．今期役員及び今期予算案の承認 

  会長：横田憲子、副会長：宮本桂子、書記：

丸尾欽造、会計：藤井敬子・中西進泰、直

前会長：望月 強、担当主事：大塚由実、

会計監査：望月 強、幹事：望月 強（長） 

・佐古至弘・丸尾欽造、Yサ・ユース：宮本

桂子、地域・環境：中西進泰、EMC:箕浦史

郎、国際・交流：丸尾欽造、広報：望月 強、 

メネット連絡員：大藪暢子  以上 

● 予算案ついては、会長入院中につき、当

２ 
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面、前年比の範囲内で対応する。 

３．7月例会（kick-off・PR） 

   以下の通り確認する。 

   日時：7月 15日（木）18：30～20：00 

   会場：リジョンセンタ希来里（予約済） 

     （状況の変化でオンラインに変更も） 

   受付：藤井、司会：大藪、聖句拝読：望 

月メネット、ニコニコ：丸尾メネット 

プログラム：①クラブ役員紹介、②年間 

活動・抱負報告、③予算案報告 

４．ブリテン 8月号原稿担当者は以下の通り 

   ・巻頭言：丸尾欽造、7 月例会報告：宮本

桂子、役員報告：丸尾欽造、サンホーム

ニュース：大塚由実、YMCAニュース：切

通菜摘、ニコニコ語録：望月 強。 

・原稿締切日：7月 23 日(金)。提出先： 

丸尾欽造宛（メール・FAX等可） 

５．ジャガイモファンド 

    情報が入り次第、取り組む。 

[報告事項] 

１．大阪 YMCA チャリティ・ラン 2021 

      日程：2021年 9月 23日（祝・木）  

   会場：鶴見緑地公園・山のエリア 

   ウォーキングプログラムの採用。   

２．阪和部会のご案内 

   日時：10月 17日(日)11：00～16：00 

   会場：和歌山 YMCA 登録費 ￥5000 

   講演「串本ロケット基地・パート２」 

   来春 1月、第 1号ロケット発射決まる。  

３．阪和部評議会報告 

   2021年 6月 19日（土）ZOOMによるオン

ライン開催。2020－2021 年度第 4 回評議

会及び 2021－2022年度第 1回評議会が開

かれ、望月強（会長・部広報委員長）丸尾

欽造（部メネット事業主査・クラブ書記）

が出席した。詳細は、 「評議会報告参照」 

写真は、オンライン役員会の大塚担当主事 

報告 丸尾欽造 

開催日 2021年 6月 19日（土） 

会 場 ZOOM  リモート会議  

▼第 32期第 4回評議会  

 13：00～14：30 

開会ご挨拶で中井信一部長は、一年間のご支

援とそれぞれの活動への感謝の意を伝えられ、

主題「寄り添う、忘れない。」が、実践できたで

しょうかと問われた。西日本区大会では、EMC事

業表彰で阪和部が「コロナに負けへんで特別賞」

を授与されたことを報告、喜びを共にした。WEB

への展開は新しいチャレンジであったが、この

ことを次期への引継ぎとしたいと結ばれた。 

各クラブ会長、事業主査、委員長、担当主事

からそれぞれ 2 分間のまとめで年度末の報告を

受けた。 

議案・第 1 号「第 3 回評議会議事録の承認」

は異議なく承認。協議案・第 1 号「部長活動費

用の予算化について」の協議では、次期へ継続

協議とするとした。監事・横田憲子さんは欠席

のため直前部長・飯沼眞さんが講評を述べられ、

定刻に終了した。大阪河内クラブからは、会長・

望月強君、メネット事業主査・丸尾欽造君が出

席し責務を終えた。引き続き、役員引継ぎ式を

執り行われ、大谷茂次期部長にバトンタッチさ

れた。 

▼第 33期第 1回評議会  

 15：00～16：30 

 定刻に開会。大谷茂部長から前期のお働きに

感謝と労いのご挨拶が述べられ、コロナ禍の中

でオンラインを駆使した活動が西日本区の表彰

を受けたことを讃美し、お陰で今回の第 1 回評

議会が ZOOM開催できる喜びを伝えられた。 

 部長の活動方針発表の後、各クラブの会長方

針発表では、横田憲子会長の方針を丸尾欽造書

記が代読した。また、望月強・広報事業委員長

からホーム頁をはじめ広報の在り方を整えてゆ

くために尽力してゆきたいと抱負を述べられた。 

提出された議案について、第 1 号議案「今年

度事業計画案」、第 2号議案「選出された役員の

承認」、第 3 号議案「収支予算案」協議の結果、 

全案とも承認された。（次頁につづく） 

３ 
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（全頁から続く）決定された行事日程は、 

●大阪 YMCA チャリティラン 9 月 23 日（祝木） 

会場・鶴見緑地（山のエリア） 

●「阪和部会」 10月 17日(日)和歌山 YMCA 

●評議会 第 2回 10月 30日（土）、 

第 3回 2022年 2月 19日（（土）、 

第 4回 6月 18日（土）、 

会場は、いずれも和歌山 YMCA 予定。  

                  以上 

   今年度第 1 回評議会を終えて記念撮影  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

ニ コ ニ コ 語 録 集  

（2021 年 6月例会から） 

 

▼大塚由実・担当主事 

サンホームに異動となり、2 ヵ

月が経過しました。140 名のス

タッフが働いておりますが、やっと顔と名前が

一致するようになりました。サンホームの例会

で、皆さんとお会いできる日を楽しみにしてお

ります。引き続きのご支援、よろしくお願いい

たします。 

▼清家球平さん 

みなさま、こんにちは。今年の 4月より 16年ぶ

りにサンホームに帰ってきました清家です。現

在は在宅支援事業部で活動をしております。 

コロナ禍で大変な中ですが、笑顔多いサンホー

ムを入居者、利用者、そして仲間と共に作って

いきたいと思います。これからもよろしくお願

いします。 

▼大藪暢子メネット  

アナログ人間です。ライン例会では迷惑かけま

した。 

▼藤井敬子さん 

毎月木曜日、この時間が忙しく出席のタイミン

グが合いませんでしたが今日は少しの時間です

が皆さんと繋がりました。 

▼横田憲子さん 

新たに病気が見つかりました。また入院です。

ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。

丸尾さん望月さんが支えて頂けるので会長を続

けます。 

▼箕浦史郎さん  

統括本部に杉村さん北野さん宮原さんと机を並

べています、皆さん土佐堀に来られました折に

はお立ち寄りください。 

▼丸尾欽造さん  

コロナウイルスを掻い潜り、生かされているこ

とに感謝しています。今始まる新しい任務への

チャレンジにも感謝して。 

▼丸尾初子メネット 

 会場探しにご苦労され、ラインで例会をして、

欠けることなく続けられました。又 3 月のメネ

ット会を開いていただきました。有難うござい

ました。 

▼望月治子メネット 

 おかげさまで 3 月のメネット例会は、恵美奈

ご夫妻を迎え皆さんで歌えました。阪和部メネ

ット主査として丸尾欽造さんにお力を頂きまし

た。有難うございました。 

▼望月強さん 

 キックオフ例会はサンホーム６階で開催出来

ましたがその後はロビーを会場にセッチングし

ての例会とハイブリット例会、若江岩田リージ

ョンセンターの例会、音楽室での例会、しかし

その会場も使えなくなり、ライン例会となりま

した。一応全ての例会を休むことなく開くこと

が出来ました。拙い会長でしたが、皆さんのお

支えを頂き有難うございました。     （完） 

  写真は、コロナ以前の 2018 年、神戸での 

第 21 回西日本区大会・晩さん会にて撮影 

したものです。お含みください。 （編集者）   

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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●コロナ禍の下で迎えた古田理事の就任から一年。

終息の気配もない中で、西日本区大会に向けて万

全の構えで準備を進めてこられ、見事に開催の扉

を開かれた大会実行委員会をはじめ関係者の皆さ

ま方のご尽力に感謝いたします。 

今回の大会は、会場への直接参加と IT を駆使し

たリモート参加の道を築かれ、京都への遠征が困

難な方にも参加することができ、新たな歴史の一

頁を開かれた功績は計り知れないものがある。 

会場は、ウエステイン都ホテル京都。役員会、

代議員会、メネットアワーはもとより大会 1 日目、

2 日目や聖日礼拝など全てが配信された。画面上

で、プログラムの流れを追いながら懐かしい方々

のご様子を拝見させていただき感動の瞬間も味わ

った。基本的に音声はミュート。適度な休息を挟

みながら自宅でのリモート参加であった。 

●河内クラブから参加予定していた望月会長夫妻

はリモート参加となり、開会の花・バナーセレモ

ニーの雄姿を見ることができかなかった。 

●阪和部に焦点を合わせてみると、中井部長は部

活動報告に立たれ、新しい仲間の紹介、IT を駆使

した部会、評議会・主査会、Week4Waste への働き、

リーダー写真集の支援紹介など、報告された。 

メモリアル・アワーでは、故佐藤千鶴子さんと

の惜別のひとときを与えられ想いを新たにした。 

表彰・顕彰をご紹介すると、何といっても、 

恵美奈博光（大阪サウス）さんが、奈良傳賞を授

与されたことである。永年にわたり YMCA やワイズ

はもとより幅広く社会貢献活動を続けてこられ、

今尚、途絶えることなく慈善活動をつづけられて

いる。受賞のご挨拶に述べられたメッセージはワ

イズ魂に溢れた思いに満ちていて感動を呼んだ。 

 EMC 事業表彰では、阪和部が「コロナにまけへん 

 写真は、奈良傳賞の恵美奈さん、清水さんご夫妻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で特別賞」を受賞、積極的なリモート活動の展 

開が認められた。（他の表彰は別掲）阪和部から 

の参加者は、和歌山 3、奈良 10、大阪サウス 6、 

大阪河内 3、大阪泉北 8、和歌山紀の川 4、区役員

や大阪サウス以外は、ほぼリモート参加であった。 

●国際会長、・書記長、及びアジア太平洋地域会 

長はリモート出席を賜り、メッセージを頂いた。 

主旨内容は、改めて文字化されて伝えられるこ 

とを期待している。晩餐会ができなかったこと 

は会場参加された方々にとって心残りであった 

ことと思いながら自宅で「独り宴会」を楽しむ。 

（リポート：まるお きんぞう） 

  

施設長 大塚由実 

社会福祉法人大阪 YMCA サンホームは、東大

阪市御厨地域にて 24 年間、皆さまと歩んで

きました。その実績を生かし、2021 年 4 月

に、東大阪市岩田町地域に「YMCAたまがわケ

アプランセンター」、小阪地域に「相談支援セ

ンター」を開設しました。開設以降、それぞ

れの地域の方からの相談や問い合わせが増

えております。今後も「利用者の気持ちに寄

り添い、耳を傾けること」人とひととの繋が

りを大切に、関わる方々とともに歩み、一人

でも多くの方が「よくなっていく」ように取

り組んでいきます。 
 引き続きのご支援よろしくお願いいたし
ます。 

 

     ウエルネス事業部 切通菜摘 

いつもありがとうございます。 
先日、サマープログラムのキックオフを実施
いたしました。今年は、多くのキャンプやプ
ログラムが既にキャンセル待ちになるなど
たくさんの方にご期待いただいていること
を実感します。 
この夏のひとときは一度しかないことを

覚えながら、一つ一つのプログラムを実施し
ていきたいと思います。 
新しいリーダーの仲間も続々と加わり、全

体では 30 名ほどのリーダーが入ってきてお
ります。東大阪地域リーダー会にも、くっき
ーリーダーが新たに 1名が加わりました。 
今後もよろしくお願いいたします。 

第 24回西日本区大会 
2022に向けて誇りを持って 
ウエスティン都ホテル京都とリモートで  
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   西日本区大会 阪和部表彰一覧  

【理事表彰】西日本区奈良傳賞：恵美奈博光 

【Y サ・ユース】ユース支援最優秀クラブ賞：和歌

山、和歌山紀の川 【地域奉仕・環境】CS 献金優

秀クラブ賞：大阪サウス 地域奉仕・環境事業特

別賞：和歌山、和歌山紀の川 【EMC】コロナに負

けへんで特別賞：阪和部 青年会員獲得賞：和歌

山 【国際・交流】BF 優秀クラブ賞：和歌山、和

歌山紀の川  交流促進優秀賞：大阪泉北 以上 

 ※ Y サ・ユース献金 100％達成クラブ賞及び

YES 献金目標達成クラブ賞は、紙面の都合で割愛

させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員数（担当主事含む） 10名 

（広義・特別メネット会員） 2名 

会員６月例会出席者数 6名 

 メイクアップ者数 0名 

 ６月の出席率 60％ 

 ゲスト・ビジター出席数 1名 

 メネット・コメット出席数 3名 

 ６例会出席者総数 10名 

 ６月例会充足率 100％ 

 ６月役員会出席者数 5名 

 ６月ニコニコファンド ￥   - 

 ニコニコファンド累計 ￥62,955 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

   編 集 後 記 

▼1面ヘッドをリニューアルし、 

生駒山、河内平野、その先に大阪湾 

をあしらいました。▼会長のテーマは SDGs 

13番「気候変動」課題に向けられています。次

号では、関連情報を予定しています。▼ワイズ

への思いを綴られた皆さんの寄稿を期待してい

ます。短いエッセー大歓迎。日々是好日を、、、 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

     

7月  1日(木）ブリテン発送 

7月 3日(土）チャリイラン実行委員会 

         土佐堀 YMCA 

7月 10日(土）前期半年報提出締切日      

7月 15日(木）7月例会 18：30～20：00 

リージョンセンター 希来里  

7月 16日(金) 331回早天祈祷会 

        7：30～8：15 

        大阪 YMCA10階チャペル 

        証し：津田晃男さん 

7月 18日(日) 大阪 YMCA「安全の日」        

7月 22日(木）第 2回クラブ役員会 

        誕生日・横田憲子さん 

            あさリーダ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大阪地域４年目のあさリーダーです。６月

にも関わらず真夏ではないかと思う日が続い

ていますね。私は、この異常な暑さから地球温

暖化が着々と進んでいるのではと、地球の未来

を危惧する今日この頃です。「使い捨て」と言わ

れるものを買わない、使わないを心がけたいな

と思います。今年度のリーダー会では、年間の

目標を一人一人決めました。その目標に向かっ

て頑張ったことや、挑戦したことを毎月のリー

ダー会で発表しています。みんなの頑張ってい

ることを聞くことで、「私も頑張ろう」と意欲が

湧いてきます。さて、５月リーダー会では、「東

大阪地域のことを知って、力になりたい」とい

うリーダーたちの思いから東大阪地域のこと

を勉強する時間を持ちました。東大阪市では、

「留守家庭児童を受け入れる場所が足りてい

ない」という課題があることを知りました。私

たちはこの課題を踏まえ、「子どもたちが安心

できる居場所を作ろう」と新しいプロジェクト

に取り組んでいます。東大阪地域の街や子ども

たちが大好きなので、東大阪地域で活動できる

ことがとても楽しみです。 
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        HAPPY  BIRTHDAY 

  7 月 22日（木） 横田憲子さん 
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