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577－0034 To acknowledge the duty that accompanies every right”

▼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 Sang-chae (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」

2021～2021年度 主題＆スローガン

河内ブリテン3月の聖句（2022年）

正しい人はつまずいても倒れない、神が彼を支
えておられる。

旧約聖書詩篇37篇24節

4月17日（日）は復活日「イースタ－」である。

私達は２年余にわたりコロナ感染拡大に苦しめ

られてきたが、神の支えを信じて、コロナ禍を

耐えてきた。ワイズ活動の復活日も間近である。

お互いに支えあって頑張りましょう。

松岡虔一牧師

巻頭言 丸尾初子

【「福笑い」に出会って思い出した

「笑う門には福来たる」 】

子供のころ、お正月の遊びとして「福笑い」があり

ました。そして、何と、クリスマス例会でそれが用

意されていたのでした。参加していたリーダーや子

ども広場の子どもたちには、それが何だか理解でき

ていなかったようでした。目隠ししたまま顔のパー

ツを顔の輪郭の中に並べるゲームで、大抵はうまく

並ばず面白い顔になり、見ている人が大笑いすると

いうゲーム。「笑門来福」の由来につながっている

いるそうです。

一年の初めにあたり、我が家の幸せを願うアナログ

時代の人々にとっては欠かせない定番の行事でもあ

り、素直に笑う感性が家族の中にあったのを思い起

こします。

タイムトンネルを経て令和。ふと、考えてみました。

毎日の生活の中で笑っているかな？それも大きい声

を出して笑うとエネルギーが増えるとか、本で読ん

だことがあります。人間は感受性が豊かでないとお

腹の底から笑えないのでしょうか。

コロナ感染症拡大が続き、外出や近隣の方との世間

話もままならず、テレビを見ても心底から笑える

シーンに出会えません。

早く皆さんにお会いして、お顔を見てお話ができた

その日には大声で笑いたいですね。

春はそこまで来ています。

一緒に笑いましょう！

● 【 3月例会プログラム 】 ●

日時：3月17日（木）18：30～19：30

会場：LINEによるリモート

司会 宮本桂子

開会点鐘 会長 横田憲子

ワイズソング 一同

聖句拝読 丸尾初子

ゲスト・ビジター紹介 司会

メンバースピーチ

「フレイルの予防」 大塚由美

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 一同

YMCAの歌 一同

閉会の辞 副会長 宮本桂子

● ●
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【大阪YMCA ニュース(お知らせ)】

◆第335回早天祈祷会
日時： 2022年3月18日（金）

7：30～8：1-5
証し： 小寺隆志さん
（体育・ユーススポーツ事業 事業長）

場所： 大阪YMCA会館 10階 チャペル
※朝食会はございません。
※新型コロナウイルスの感染状況に
より、中止の可能性があります。

大塚由実

YMCAサンホームは、4月で開設25 周年を迎えます。

これもひとえに、皆様のご支援とご指導の賜物と深く感

謝しております。

さて、サンホームでは、地域の皆様とつながる活動

「みんなで支えあおう会」の一環にて、「ハレの日弁当」

の取り組みを行っています。サンホームの食生活創造

室で調理したちらし寿司をボランティアの方々にご協力

をいただき、毎月朔日（ついたち）に、お一人暮らしの

方や外出が容易でない方にお届けしています。この活

動は、皆様にご支援いただきましたクリスマス献金を使

用しております。

YMCAのブランドスローガンである「みつかる。つながる。

よくなっていく。」。今後も地域の介護・福祉の拠点とし

ての役割を果たしてい

けるように、皆様の温かい

ご支援とご協力をよろしく

お願いいたします。

サンホームニュース

■電動車椅子の踏切事故にご用心！

昨年１２月９日に近鉄奈良線瓢箪山駅と枚岡駅の間の踏切で、高齢男性がシニアカー（ハンドル型電動車いす）乗って横

断中に転倒して電車に接触して死亡する事件がありました。シニアカーは法令上は歩行者として扱われるため運転免許が不要

で、操作も簡単なため高齢化が進む中、高齢者の交通手段として需要が高まっており、まちなかでもシニアカーはよく見かける

し、現場も近いのでこの事故は気になっていました。

現場に行ってみると、踏切は道幅が狭く、緩やかな傾斜と段差もあって、電動とはいえ車いす の

人には横断することはそんなに容易ではないように思えました。とくに傾斜の部分で時間がかか

ると、遮断機が閉まってしまうと余計焦る気持ちが強くなり、転倒する

事態になったのかもしれません。非常ブザーの位置も、車いすからは

高いように感じました。この踏切は利用者も多い踏切ですので、「障害

物検知装置」により遮断機が下りているときに踏切内に人が残ってい

るときにこの信号が赤に変わるなど、安全対策を講じる

必要を感じました。

亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。

横田憲子

日時：2022年2月17日（木）18時30分～19時30分

LINEによるリモート例会

出席者：メン:   望月強 丸尾欽造 大塚由美 横田憲子

メネット : 丸尾初子 望月治子

会長による開会点鐘の後、望月治子さんより「わたしはあな

たを造った。わたしが担い、背負い、救い出す」聖書朗読が

あった。

2月のリモート例会では、救急で入院されていた丸尾欽造さん

が残念ながら機械の都合でお顔が出られなかったのですが、

回復の挨拶をされたスピーチは丸尾欽造さんそのもので、安

心と喜びを感じました。

救急車で運ばれ医師より死の宣告を受け恐怖の時間を

持った河内クラブの家族が居ます。でも退院とともに次期の

役が待っているのです。丸尾欽造さんも次期会長をお受け下

さり感謝いたしております。ワイズは役職に「ＮＯ」は無いというワ

イズ談義を話され、おかげさまで出席メンバーより次期役員候

補を承認いただきました。役員に決まられた皆様、どうか引き

続きの方々も家族に心配をかけながらも社会での活動をしな

がら人生100年の部分を心身共に元気で過ごせることを願っ

ています。

2月例会 出席者少数なのはコロナワクチンの体調不良

と不安が影響していました。

【インフォメーション】

奈良クラブ周年記念誌と大阪長野クラブ周年記念チラシが

届いています。

阪和部YYYフォーラムは中止となりました。

【2月例会スピーチ】

「福祉入門編」大塚由美担当主事には次回にお願いいた

しました。

丸尾欽造さん無事退院のニコニコで例会を終えました。

１月例会報告

・中西のぶひろの「なの」情報箱・
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東Ｙリーダー

山口 実紀

東大阪地域4年目のみにーリーダーです。日頃より

温かいご支援をいただきありがとうございます。

今月の23日に開催されたピンクシャツデーランに、子ど

も広場の子どもたちと参加してきました。午前中は、大阪

城公園の中をぐるっと走りながら、綺麗な景色や人との

関わりを楽しみました。午後からは、森の中で相撲やしっ

ぽとりなどをしてみんなで全力で遊びました。途中、河内

ワイズメンズクラブの望月さんにもお会いし、一緒に写真

を撮っていただきました。自然の中で思いっきり身体を動

かしたり、様々な方と関わりをもったりと、笑顔の絶えない

とても充実した時間になりました。

また、今月のリーダー会では野外事業部スタッフの西

田さんに奨励していただきました。リーダー活動が私たち

にとってどんな意味をもつのか、自分の良さとはなにかに

ついてお話いただき、リーダー活動を振り返る機会となり

ました。

このような活動が出来ること嬉しく思うとともに、日頃か

らのあたたかいご支援に改めて感謝いたします。ありがと

うございます。

日時：2022年2月24日（木） 18：30～19：30

場所：オンライン

出席者：望月強、丸尾欽造、横田憲子、

宮本桂子、大塚由美担当主事

［協議事項］

１，2022年３月例会

（CS Menettes 強調月間）

日時：2022年3月17日（木）

18：30～19：30 オンライン

・プログラム

スピーチ：「フレイルの予防」

大塚由美担当主事

司会：宮本桂子 開会点鐘：会長

例会報告：大藪暢子 聖句朗読： 丸尾初子

２，卒Ｙリーダー 3人 お祝いをお渡しする

３，4月号ブリテン

巻頭言：箕浦史郎 役員会報告：宮本桂子

Yニュース：切通ウェルネス事業部

YMCAサンホームニュース：大塚担当主事

リーダー会：

原稿締切日 3月２５日（日）

［報告事項］

1，ピンクシャツデー 2022年大阪Y 2月23（祝）

盛況に終わった。参加者申し込み 約300名

参加者 望月メン 横田メン 横田允宏

２．チャリティーラン 3月20日（日）

参加者 望月メン・メネット 横田メン・允宏

丸尾メンファミリー

２月役員会報告

左より 箕浦史郎・横田憲子・望月強・横田允宏

ピンクシャツデイ

２㎞ランに参加いたしました。30

分以上かけて大阪城を見なが

らお堀沿いを歩きました。少し

曇っていましたが、温かく気持

ちの良い散歩となりました。ポイ

ントには顔なじみのスタッフから

声をかけられ、立ち話休憩を

取りながらのラン？大阪城の

絶景ポイントで下村スタッフから

四角い額縁を持たされ写真に

納まるように、ハイポーズと一枚

撮って頂きました。

望月 強

ＹＭＣＡスタッフ・リーダー・子供ひろば参加者
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ＣＳ今月の西日本区強調月間

さあ開けよう！2030年達成に向かってSDGs１７の扉を。奉仕活動は全てのSDGsを支援しています。

河原 正浩 地域奉仕・環境事業主任（京都トプスクラブ）

Menettesの今月の西日本区強調月間

「ワイズと共に奉仕の笑顔」「広がる輪・寛容の心」

竹内 芳江 メネット事業主任（岡山クラブ）

3月・4月

大阪河内のカレンダー

3月 5日 ブリテン発送日

3月17日 第１例会 会場未定

3月19日 リーダー感謝会

3月20日 チャリティーラン

3月24日 第１１回役員会 会場未定

4月2日 長野クラブ45周年例会

4月4日 ブリテン発送日

4月21日 第１例会 会場未定

4月28日 第１２回役員会 会場未定

Happy Birthday

佐古 至弘 3月16日

藤井 敬子 3月2日

左より 箕浦史郎・横田憲子・望月強・横田允宏

阪和部評議会 Zoom参加 宮本桂子

編集後記：

友人からのラインで、今年始めての鶯の鳴き声を聞い

たと報告がありました。春がそこまで近づいているよう

ですね。コロナ禍が早く収まって、自由に出かけて行き

たいものです。

大阪ではまん延防止措置の延長要請をしたとニュース

で聞きました。この様な大変な中、ピンクシャツディや

チャリティーランと、ワイズ活動へのご奉仕に敬意を表

します。

そして、慣れない編集作業に沢山の方からご協力頂き

ました。ありがとうございます。 宮本桂子

第２５回 西日本区大会

２０２２年６月１１日（土）・１２日（日）

会場：岡山国際ホテル

Ｒｅｂｏｒｎ 始まりの地から

員数（担当主事含む） 9名

（講義・特別メネット会員） ２名

会員2月例会出席者数 ４名

メークアップ者数 ０名

2月の出席率 57.10%

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 ２名

2月例会出席者数 ６名

2月例会充足率 66.70%

2月役員会出席者数 5名

2月例会ニコニコ・ファンド ¥0

ニコニコ・ファンド累計 ¥30,000
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